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コール
記：阿部芳夫
自分が「草加山の会」に入会してもう１０数年になるが、自分も会の雰囲気も
随分変わってきたと思う。まず自分は一番に体力が落ちた事、自分が山の会に
入会した時は山はほんとうのシロウトだった。が、体力に自信があったから
どんな山でも心配なく参加できた。急登の山でも高い山でも参加出来ていた。
と、言うのは以前自分がまだ現職で働いていた頃は職場や家に帰っても良くマラ
ソンをやっていた。よくいろんな所でシティマラソンなんかやっていると申し込
んで参加していたもんだ。特に草加マラソンは毎年一月頃行うが毎年参加してい
た。
そうして足腰を鍛えていたので
で荷物 を背 負って 山に 行っても 平
気で歩いていた。
が、定年になり走るチャンスな
かなかなくなり、又孫が一人出来、
二人出来、今は三人になりで、
かわりがわ り遊びに来 るので孫と
遊んでいる と、走るチ ャンスもな
くなり、又 年のせいも あり、走ろ
うと言う元気がなくなってしまった。そのため体力があっと言う間に落ちて疲れ
が先に出るようになってしまった。
ただ足はまだ何とか元気なので低山なら行けるのでもう少し山に行こうと思って
いる。やはり最近では低山が主になってきた。
また沢登りは好きだったから毎年１回か２回は参加していたが、最近では滝水の
中で岩を登るのが怖い気がして、沢登りも参加しなくなってしまった。
自分では何か物足りなく情けない気がしている昨今ではある。
又、会の雰囲気もずいぶん変わったと思う。自分達が入った頃何年かは、入会
希望者が少なく若い人の入会もほとんどなく年寄りが多くて「平均年齢」も上が
り始めるかと思われたが、最近は若い人達が入会して「平均年齢」も下がりつつ
あり、「草加山の会」もだいぶ活気ずいてきている。特に若手の人達がどんどん
厳しい山や、雪山、沢登り等にも挑戦して技術を磨き、いろんな山を経験してい
る事はこれからの「草加山の会」楽しみである。
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平成 22 年 6・7・8 月の山行実績
［山行実績］
山行

日程

リーダー部
山岳名

リーダー
山本

個人

6/5

皇海山

個人

5～6

飯綱山～雨飾山

参加者名
小林い・小野寺・張替

山口（ひ） 山口敏・他 1 名

会

6

高柄山

千葉

個人

6

古賀志山

樋口

個人

7～8

会津朝日～御神楽山

沼田

他1

松浦

浅井て・磯川・浅古・小野寺

上原・黒澤・鈴木里・新庄

リ

12

日和田（岩トレ）

個人

13

石丸峠～小菅の湯

個人

19

会

20

小川谷（沢）

松浦

鈴木勝・山口ひ・沼田・長田

個人

26

湯の丸～烏帽子岳

松田

小野寺・小林い・張替

個人

26～27

金峰山

個人

27～29

駒ケ岳・函館山
恵山

山本・浅古

個人

7/17

万太郎（沢）

松浦

個人

17～19

個人

17 夜～19

個人

19

個人

23～26

会
個人

夜 - 20

24
24～25

庚申山

仙丈ヶ岳～甲斐駒

鈴木（宮） 浅井祐
鈴木（廣） 山口敏・樋口

浅井（て） 山崎・下川
千葉・阿部・鈴木里・黒澤・上原
小宮・山口敏・新庄
山口ひ・長田・沼田・鈴木勝

小林（い） 小野寺・松田・山口敏

吾妻山

芳野

鈴木ひ

切込湖・刈込湖

黒澤

上原・鈴木里

荒川三山～赤石岳

山口（ひ） 山口敏・沼田・磯川・他 1

谷川岳

山崎

阿部・大門・浅井て・杉山

甲斐駒ケ岳

千葉

下川・上原

伊豆ヶ岳

大木

畑野・大畑・中島・平野

涸沢合宿

松浦

山口ひ・浅古・鈴木勝・小野寺
山本

宝剣岳～三ノ沢山

千葉

小宮・上原・鈴木里・新庄

会

25

個人

28

個人

8/3～4

個人

8

個人

12～16

個人

13～14

個人

15～18

宮の浦岳（屋久島）

磯川

他1

会

21～22

那須三斗小屋

沼田

山口ひ・磯川・山口敏

源次郎沢（丹沢）

沼田

他2

会津丸山

園木

松浦・山口ひ

夜 - 8/1

小田代ヶ原（日光） 鈴木（宮） 大畑
荒川三山～赤石岳
甲斐駒ケ岳
悪天途中中止

個人

24

個人

27

個人

29

鬼ヶ岳（西湖畔）

個人

29

鳴虫山

夜 ～ 29

園木

松田・長田

鈴木（ひ） 新庄・前田

小林（い） 鈴木宮・新庄・張替
上原
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黒澤・鈴木里

あれこれ有り過ぎて上手くまとまらず、
季節ごとに綴りました。

心に残った山行
鈴木宮子

[春]

角田山に雪どけを待って、ピンクやうす紫・白の花を咲かせるオオスミソウ（雪
割草）を見に訪れた。あった！可憐な花があちこちに咲いており、感動！！
夢中で写真を撮っていた。踏まれてしまいそうな山道にはロープが張られ守ら
れていた。
花はそれだけではなかった。カタクリの花が所狭しと咲き乱れ、行き来する道
にも斜面にも。「春の妖精たちの舞」を見るようで、度々立ち止まっては「こん
にちは～綺麗ね！」とご挨拶と共にデジカメに収めて、大満足の山行だった。

[夏]

三年前、大雪山系の永山岳～黒岳～北海岳～白雲岳～銀泉台の縦走がやっと実
現した。真夏でも雪渓が残る雄大な峰々の美しさは一生忘れないし、山を埋め
尽くす無数の可愛い高山植物を先輩メンバーと愛でつつ、不思議な程の元気と
勇気を与えてもらった事も、ずーと忘れない。改めて地図を広げて見ると、至
る所に花の名前がビッシリ記されている・・・。
下山後宿泊した層雲峡温泉も、この山行にぴったりの趣が心地良かった。
最終日、レンタカーで富良野・美瑛をドライブ。丘の上でも祐子さんのハンド
ルさばきは滑らか!

[秋]

上高地～涸沢カール(テント泊)・奥穂高岳・涸沢岳に迷う事無く参加した。
初めての上高地から梓川添いの広い道を歩きながら、いよいよ私も一人前デビ
ュー？わくわくした事を覚えている。何故なら、あの涸沢カールの色とりどり
のテントの中でテント生活がしてみたかった。やがてテント村の陽が暮れて、
徐々に灯がともると、メルヘン世界の幕開けだ！！
・ ・・翌朝、元気に出発。ザイテングラード取り付き～穂高岳山荘までのつら
さを乗り越えて、3,190ｍ奥穂高岳頂上に立てた喜びは、今も鮮明に甦る。
又 、 奥 穂 と 向 か い 合 う 様 に 東 に 位 置 す る 蝶 ヶ 岳 と 常 念 岳 が 、「 こ こ に も お 出で
よ」と言っている様な気がしたのは約 14 年前のことでした。

[冬]

この季節、入会以来、熊の如く冬眠する事が多かったが、５年位前からスキー
教室で基礎を教わり、それなりに楽しくて毎年雪の季節が待ち遠しい。
「ホワイトルージュ」に泊まってハイキング組との雪遊びも楽しかった思い出
となっている。
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古賀志山（５８３ｍ）
■日程

：2010/06/06(日)

■天気

：晴れ

記：樋口

■メンバー：L.樋口
■コース

：越谷 6:04＝7:10 新栃木 7:17＝7:38 新鹿沼 7:40～7:45 鳥居跡町バス停

8:01＝8:25 森林公園入口 8:30～9:15 赤川ダム～9:25 北コース登山口～9:35 水場～
10:40 古賀志山 10:45～11:00 御岳山 11:30～12:35 ﾊﾟﾗｸﾞﾗｲﾀﾞｰ場 12:40～
12:55 赤岩山～13:42 登山口～14:35 文挟駅 14:39＝14:46 鹿沼 14:50＝
15:05 新鹿沼 15:39＝17:00 春日部 17:09＝17:18 越谷
森林公園入口でバスを下車し、コンビニで缶酎ハイを購入し森林公園駐車場まで
3.5km の表示板を見て車道を歩いていると何台かのサイクリング自転車に抜かれ
ていく。駐車場には立派なトイレがあり、坂道を上がった所に赤川ダムの堰堤があり
古賀志山が湖面に映り登行意欲を駆り立てられる。
湖畔には沢山のジョガーが走っており、バーベキュ
場やアスレチック場、釣堀を通過し北コースへの道
標に従って進むと登山口に着いた。
身支度を整え沢沿いの登山道を五分位の所にある
水場で給水し、ネットで観た桟橋を渡り登山道
を離れた細い踏み跡を辿って行くと急斜面の急登
となり、トラロープが張られており正規の道に
戻るか考慮したが、そのうち尾根に出るだろう
と這いつくばって行くと無事に尾根にでた。岩
壁をトラバースし岩場を手がかりひとつで攀じ
登り、鎖場を越えると展望が広がり赤川ダムが
を見下ろせた。ここから直ぐに古賀志山頂上に
到着した。数箇所の岩場の登下で日光連山の眺
望満点の御岳山。ここで昼食をとる。凍らせた
「流水麺そうめん」を沢水で解凍し、コンビーフと缶酎ハイで鋭気を養い山行を続け
た。
岩稜の上り下りを繰り返し、遠くにパラグライダー発射台が見えてきた。
15ｍの険しい岩場を２本のロープで下り、道なりで発射台に着いてしまった。
発射台の先の坂道を上がろうとすると、パラグライダーの人が何処へ行くのか聞いた
ので、赤岩山と答えると着た道を戻り稜線を左に行けば着くと教えて頂き事なき終え
た。
赤岩山は茂みの中にあり、最後の岩稜を過ぎ不鮮明なつづら折れの道をぐんぐん下り、
うんざりした頃に登山口に降りた。炎天下の中、JR 日光線の文挟駅までの 3.5km の道
程はきつかったです。山自体は低山ですが、変化に富んで面白かったなぁ。
次は、鶏鳴山と笹目倉山を狙っています。
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飯縄山（1,917m）・雨飾山（1,963m）
記：山口裕史
◆山行日：２０１０年６月５日～６日
◆メンバー：L 山口（裕）、山口（敏）、会員外 1 名

（敬称略）

◆飯縄山：5 時間 50 分
3:00 自宅発→6:35 神告げ温泉駐車場 7:10→登山→7:25→南登山道分岐 9:10→9:20 飯
縄神社 9:25→9:37 飯縄山頂 10:10→瑪瑙(メノウ)山 11:05→12:15 中社リフト 12:30→
神告げ温泉駐車場 13:00
◆雨飾山：約 8 時間(ルート間違えロス 1 時間 40 分)
登山口 5:50→1/11 地点の湿原 6:00→2/11 湿原沿い終了ここから急登→4/11 ブナ林に
入る 6:40→7:00 コースを間違え雪渓を登り上げ、断念して降りる 8:40→5/11 荒菅沢
をトラバース 13:30→7/11 地点急登中 9:20→8/11 地点尚急登中 9:40→笹平 10:30→
11:00 雨飾山頂 12:00→笹平 12:15→5/11 地点 13:30→4/11 地点 13:40→3/11 地点 13:50
→2/11 地点 13:57→1/11 地点 14:10→登山口 14:13
以前から雨飾山に登りたいと考えていたが、遠いので 1 日目は信州の山を楽しんで 2
日目に登山する計画を立ててみた。信州では北信五岳と言われる斑尾、妙高、黒姫、
戸隠、そして飯縄があるが、雨飾山の前哨戦と考えた時に、距離、コースの足慣らし
と最も適していると思った飯縄山を選択した。これが思った以上に良い山だった。
飯縄山へ
西登山口に入ると歩きやすいなだらかさで足慣らしには丁度良い。展望はないものの
新緑がキレイで途中でコシアブラを摘みながらゆるりと登った。
出発から 1 時間、雨も止み明るさを取り戻してきた頃、ツツジが登山道を彩るように
なる。まだ満開とはいかないが雨水に輝くツツジは生命力に溢れていた。あと 1～2 週
間もすると登山道はツツジでピンク一色になるだろう。そんなツツジの登山道をしば
らく登ると笹原となり展望が開けるが、周囲の景色はまだガスの中だった。ここまで
来ると片方のピークが見え、若干急になる斜面を登りきるとピークに立つ。トタン屋
根の飯縄神社で天候回復を祈り、山頂のピークを目指す。
山頂は広い休憩しやすいスペースで大きな道標が記念撮影にはもってこいだ。ただ相
変わらず雲が消えず、わずかに高妻が垣間見えるだけだった。今回はピストンでは勿
体無いので、瑪瑙(メノウ)山からスキー場を経て温泉に戻る道を選択した。途中、ツ
ツジにイワカガミなどの花々が
咲いていて楽しめる。
瑪瑙山頂からは飯縄が大きく見
えると同時に戸隠・高妻もより
一層大きく見える。雲も取れて
きて青い空が目立つようになっ
た。戸隠の峻険さ、高妻の三角
5

の稜線、

右に乙妻のポコッとした姿。その奥の白いのが明日行く雨飾か?信州の山は

それほど高くないが、迫力のある景色で、次に訪れる時に登りやいと思う山が満載。
その奥には北アルプスの白い姿も垣間見える。飯縄山はそれほど目立たない山である
が、冬山としても面白そうだし、秋の季節はこの近辺の山は最高だと思った。今年の
秋、戸隠や黒姫の紅葉を楽しめる山行を計画したいものだ。
雨飾山へ
飯綱山を中継して県道 36 号線で鬼無里を経由し国道 406 号線で白馬に出る。白馬のス
ーパーで天ぷらの準備と酒・ツマミを購入し、小谷の雨飾キャンプ場まで約 2 時間 30
分かかって 5 時 30 分に到着。大体予定通り。
早速受付をすると電話連絡の通りテン場が残雪で使えないためオートキャンプ場のス
ペースを貸してくれた。お手洗いは建物裏だったので裏側のスペースを借りてテント
を設営。日が長く意外に暖かかったので外で食事の準備をする。コシアブラにタラの
芽を天ぷらにして食べた。取たて新鮮は本当に旨い。
早朝 3 時半起床。食事をして 5 時過ぎに登山口へ車を移動すると既に数台の車が停ま
っていた。登山口すぐの湿原は水芭蕉が咲き乱れ登山者を歓迎しているかのようだっ
た。シダ植物が鬱蒼と茂り、大木には蔓が巻きつきその景色は今にも恐竜が出てきそ
うな太古の雰囲気。
2/11 からいよいよ本格的に登り始めるが、ブナ林までの道中にはイワカガミやツツジ
などの花々が咲いており全く飽きのこない道中だった。
4/11 付近はブナ林と残雪の景色となる。新緑のブナは瑞々しく明るい。写真を撮るた
めに先頭をメンバーにお願いし後ろからゆるりとついて行く。するといつの間にかか
なりの急登になっていることに気づく。おかしいとは思いつつもピンクテープと踏み
後があるため登る。が、あまりに急で枝が多くなってきたため心配になり地図とコン
パスでルートを確認する。大分北寄りに高度を上げすぎているのに気づき東にトラバ
ースすると雪渓に出た。上はかなり大きな岩がふさいでいるように見えるが、雪渓の
右斜面にピンクテープがあったため再度確認してみる。明らかにおかしいのが分かり、
せっかく登ったものの下降を決意する。
積雪、残雪期はルートのこまめなチェッ
クとメンバー管理をしっかりすることを
改めて肝に銘じた次第だ。
気を取り直して暫く歩くと荒菅沢に到着
する。沢をトラバースする事になるが、
最初の 30m 位は結構急斜面で若干降って
いるので踏み後を慎重に歩く。ここから
見る山頂の展望は圧巻だった。トラバー
スが終わった箇所が 5/11 地点となる。
5/11 からは一層の急登となり汗が滴り落
ちる。積雪はほとんどない岩っぽい登りで登山道にはハシゴが 3 箇所ほどあった。慎
重に足を運べば危険な登りではないだろう。登りはきついが展望が開けてくるのと、
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シラネアオイなどの高山植物が咲いているのでやる気は衰えない。
笹平に到着すると、そこは名前の如く平らな笹原と残雪、奥にポコッと出っ張る山頂
が見える。西展望が一挙に開け、足元には高山植物が咲き誇る別天地だった。そして
焼山、火打山が顔を出してくれた。若干起伏があるものの山頂の出っ張りに向け歩く
こと 20 分。最後の急登が待っている。ここで残雪を袋に入れ山頂に持っていく。山頂
に到着!ピークが二つあり、片方は三角点と道標、もう片方は地蔵さんが 4 対と祠。360
度の大展望。
北は、日本海、遠めに薄っすらと佐渡、能登半島が見える。東は、焼山、火打山の頭
に黒姫。南は、高妻、乙妻、戸隠。西は、北アの最北端から白馬、五竜、鹿島槍が眼
前に広がる。そしてその奥に燕岳から見た槍の小さい版まで見えた。とにかく素晴ら
しい展望を肴に残雪でキンキンに冷やしたビールを飲み干す。いやー旨い、旨すぎる。
トラブルはあったものの登ってみればいい思い出になった。後ろ髪引かれながらも下
山した。帰りは問題なく一気。雨飾は一生の思い出になる山になった。

暑かった！
今年 2010 は記録的に暑い夏でした。
６月から８月

日本の平均気温は、統計開始以来

113 年間で第一位。特に八月の月平均気温が高かった。
九月に入っても猛暑（35°以上）は治まらず、
京都では 39.9°を記録している。

22.9.1 気象庁発表

全国で熱中症により救急搬送された人数は
5/31 以来累計 52,000 人を超え、
8/30 ～ 9/5 （ 一 週 間 ） で 4,962 人 に 及 ん だ 。
22.9.7 消防庁発表
編集員
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小林

会津朝日岳と御神楽岳

－山菜ハンターに連れられて―
記：沼田真澄

日

程：6 月 7 日～6 月 8 日

参加者：Ｌ山菜ハンター+

沼田

一日目：6 時間
赤倉沢駐車場 7：35→
非難小屋 13：15→

叶の高手 10：10→

叶の高手 13：55→

11：20 会津朝日岳山頂 12：20→

駐車場 15：25

二日目：6 時間
登山口 5：40→

本名御神楽岳 8：20→

9：30 本名御神楽岳管理舎 10：00→

御神楽岳→

本名御神楽岳 9：20→

登山口 12：30

会津朝日岳（あいづあさひだけ）は福島県南会津郡只見町の南部にある山。標高
1,624.2m。三等三角点「朝日岳」設置。越後三山只見国定公園に属する。奥会津の西
部に位置し、会津駒ヶ岳、坪入山、丸山岳、会津朝日岳に続く古生層山地の北端に位
置する。山頂付近の稜線は、鋭い断崖絶壁が 2km ほど続く。ブナの原生林が残り、野
生の動物相も豊かで、林野庁の「奥会津森林生態系保護地域」の保存地区に設定され
ている。国道 289 号の黒谷地区の分岐から白沢集落、「いわなの里」を経由して赤倉沢
登山口駐車場まで、車道を約 7.0km。 赤倉沢登山口駐車場から三吉ミチギ（水場）、人
見の松、叶の高手のピーク（1,430m）、熊の平上の朝日岳避難小屋、バイウチの高手を
経て山頂まで約 6.1km。山頂付近は岩場になる。山頂からは、南に丸山岳、南西に平ヶ
岳、荒沢岳、中ノ岳、越後駒ヶ岳、西に高倉山、北西に浅草岳が見渡せる。
御神楽岳（みかぐらだけ）は新潟県東蒲原郡阿賀町の南東部にある山。標高 1,386.5m。
二等三角点「御神楽岳」設置。越後山脈に位置し、浅草岳とともに、新潟県側と福島
県側の分水嶺の主要な山。山頂付近および東側の尾根は緑色凝灰岩が露出する岩壁か
らなる。周辺はブナの原生林が残り、野生の動物相も豊かで、県境の本名御神楽（ほ
んなみかぐら：標高 1,266m）の稜線付近は、林野庁の「奥会津森林生態系保護地域」
の保存地区に設定されている。急峻な尾根や岩壁から「下越の谷川岳」とも称される。
金山町にある本名ダム堤体左岸の国道 252 号との分岐から新潟県側に通じる林道本名
室谷線を上り、途中の山中の分岐を三条林道へ別れ、御神楽岳登山口まで、林道を約
8.4km。比較的広い駐車場は約 7.7km 地点にある。 御神楽岳登山口から八乙女ノ滝、
八丁洗板、杉山ヶ崎、熊打場、御神楽岳管理舎（避難小屋）、本名御神楽を経て山頂ま
で約 5.9km。 山頂からは、南に本名御神楽、貉ヶ森山、会津朝日岳、南西に浅草岳、
守門岳、西に矢筈岳、東に笠倉山と県境の山々が見渡せる。
今は山菜が沢山採れるし、残雪も味わえていい時期だからということで、知人に連れ
られてこの山行にいくこととなった。前日、夕方に現地に到着し、スーパーで食材を
購入し、会津朝日岳の登山口に泊まった。駐車場に着くと、彼はテントを張り、すぐ
に山菜を採りに辺りを散策した。そして、たらの芽とウドを両手に戻ってくる。近く
の川で洗い、夕食を。採れたてのものを食べるのは、美味だった。夜になると肌寒い。
しかし、空を見上げると美しい星々が輝いていた。
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一日目：起きて朝食を食べていると、一台車がやってきた。ナンバーを見ると、長岡
だった。その 3 名を見送り、ゆっくりと出発。急峻な山間のために、ところどころ雪
が溜まって残っていた。その冷気を肌で感じながら、ゆっくり登っていく。山菜ハン
ターは、行きは採らずに目星をつけて登っていった。三吉ミチギの水場で咽喉を潤し
た。傾斜が増してしばらくすると、避難所がある。トタン屋根が急な角度になってい
るが、二階はないので、冬は使用できなそうだ。そこを過ぎると、雪渓が現れる。そ
こで、長岡の人たちにあった。話を聞くと、雪渓は残っているけれどもアイゼンは必
要がないとのこと。そして、山頂への結構急な登り。もちろん、雪が完全に残ってい
る。私は彼の後についていくも、滑らないためにゆっくりとゆ
っくりと登った。登りきり、西に行くとすぐに山頂。雪が少し
残る丸山岳や浅草岳を眺めて、ゆったりと昼食。天気が良くて、
気持ちがよかった。降りは、さすがに軽アイゼンを履いた。雪
に慣れている人は、凄い。そして、叶の高手を目印に、雪渓を
降り藪漕ぎし、登山道へと出た。下山中は、山菜をモラルの許
す範囲内で沢山採った。下山してからは、川の駅にある只見温
泉保養センターで 250 円で汗を流し、夕食を食べて、明日の登
山口へ。登山口に着くと、水場はすぐにはなく、また杉林で暗
い。テントを張り、すぐに就寝。
二日目：軽食で済ませて、出発。霧来沢を、右側にある登山道でひたすらゆるやかに
登っていく。途中にある八乙女滝は、美しい。そこから、降りとトラバースの鎖場を
経て、スノーデブリを 3 箇所通過する。最初のものは、下が見えるブリッジなってい
て、いつ崩壊してもおかしくないと言われ、通るのにちょっと緊張した。沢から北東
へ登山道を登るようになるが、そこからが今回で一番の辛いところだった。その登り
が北鎌の取り付きのところの登りと少し似ていると聞いたが、軽いリュックでこの感
じだと、まだまだ体力がないことを思い知らされる。登りきると平らになり、熊打ち
場を通過し、登りの鎖場がある。そして、左に本名御神楽岳管理舎を見、稜線上を歩
き本名御神楽に到着。天気が良く、景色はバッチリなのであるが、目の前が暗く感じ
る。大量の虫が私たちを取り囲んでいた。これはたまらないと、すぐさま御神楽岳に
急ぐ。綺麗な稜線なのだが、登山道は木に覆われている。藪漕ぎの如く、進んでいく。
やっとのこと、山頂へ。ここでも虫の大群に囲まれて、すぐさま退散。そのまま管理
舎まで。そこで昼食。二階もあり、広い。何よりも、虫がいな
いのが一番であった。30 分休憩して、下山した。
今回は、残雪期のルートファインディング、山菜採り（コゴミ、
ゼンマイ、コシアブラ、たらの芽、シオデ、ウド）が体験でき
て、面白かった。その反面、会津は虫に悩まされるということ
を思い知った。帰ったら、虫刺され跡を 20 箇所くらい発見し
た。会津朝日岳から南に大幽朝日岳を通り丸山岳へ行くことが
できる。そのためには、鋸刃と称されるところを通過しなけれ
ばならない。スキルが上がったら、いつかはトライしてみたい。
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記：磯川

剛

●期日：２０１０年６月１３日（日）
●メンバー：Ｌ松浦・浅井（昭）・小野寺・浅古・磯川（敬称略）
●コース：松原団地 5:30→6:30 現地着

7:00 岩トレ開始～14:00 終了→16:30 草加着

自分にとって今回は２回目の岩トレである。前回４月に連れていってもらったとき
には、あまりの岩の大きさにびっくりした。その時思ったことは、こんな岩が登山ル
ートにあったらまちがいなく引き返すだろうということだ。そんなへっぴり腰で参加
した自分も何とか数回、岩の上まで登れた。
さて、２回目の今回は、前回とは違うところが２点ある。一つ目は岩の大きさに多
少慣れたこと。二つ目はハーネス、カラビナを買い自分の装備を揃えたことである。
さて、いざ登り始めてみると前回よりスムーズに足が動いている（気がする）。前回は
足場が無くなると無理矢理に腕力で体を引き上げたが、今回の自分は一味ちがう。冷
静に次の手、足の場所を探し、登れた（気がする）。たぶん、前回登れたから今回も登
れるだろうという単純な思考が緊張を少し和らげて登り易くなっただけのことかもし
れない。でも前回より岩登りが楽しく感じられたことは事実だ。
そして、今回のメイン、ザイル操作の講習が始まった。実は自分は紐や糸を使うこ
とが全くの苦手である。生まれてから一度も「あやとり」の面白さも理解できず、も
ちろん、のびた君の趣味にも感動することができず、また、釣りをしていて糸が絡ま
った時にはだいたい切ってしまう。そんな自分にザイル操作などできるのであろう
か・・・
その不安はすぐに的中した。支点を作ってもらい、確保の練習が始まると、どのザ
イルを送って、どのザイルを引けばいいのか判らない。ザイルの自分と繋がっている
一点ばかりを見てしまっているので全体の動きが理解できていないと思うのだが、や
っぱり難しかった。このザイル操作はこれからの自分の課題になった。これは、時に
は命が関わる場面での技術になるので、確実に覚えていきたい。覚えが悪い自分です
が、今後も御指導、お願いいたします。
さて、翌日。無駄に力が入りまくる岩トレをした体が筋肉痛で動かなくなった事は、
言うまでもない・・・・
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寝通り＜石丸峠～榧(かや)ノ尾山～大ダワ～小菅の湯＞
記
2010.6.13

浅井祐子

L.鈴木宮子、浅井祐子

南越谷 5:30 = 甲斐大和 8:10(バス)= 石丸峠入口 9:00 - 石丸峠 9:55 – 榧ノ尾山 11:05 –
大ダワ 12:40 - 小菅の湯 14:00 (入浴～15:40)=(バス)= 奥多摩 16:52 = 南越谷 18:55
登山口へ向かう車中で、すでにウルウル…来て
しまった。山の中腹に咲き乱れる山藤、唐松の鮮
やかな新緑、遠くに聞こえるカッコウのさえずり。
初めて目にした訳でも無いのに、胸を締め付け、
自分を再生させてくれる場所が「山」である事を
改めて痛感した。家庭の事情ですっかり山が遠く
なってしまい、計画も立てられないジレンマを抱
えていたが、グッドタイミングな宮子さんの計画
に乗せて貰い、久しぶりの岳人となる。
天気予報は芳しくなかったが、結局は好天に恵まれた。臨時便迄出たバスの乗客は殆ど
が大菩薩へ向かうらしく、石丸峠からは誰にも会うことなく牛の寝通りを２人占めできた。
まさしく牛の背を思わせる、ゆったりとした下りの縦走路を行く静かな山旅となった。
榧ノ尾山の頂はかろうじて開けていたが、稜線の殆どで展望はきかない。それでもこの美
しい広葉樹が、秋にはどんな彩りを見せてくれるのかを想像するだけで心が騒ぐ。
濃いピンクのミツバツツジが袈裟丸山にも劣らぬ満開ぶりで、とにかく美しい…としか言
いようの無い新緑を、思う存分目に焼き付け、全身でその精気を吸い込んだ。
「通り」と名がつくだけあり、３人並んでも歩けるくらいの広い道が続く。何処か街の公
園でも散歩している錯覚さえする快適な稜線である。
大ダワの分岐で縦走路をさらに進み、鶴寝山から松姫峠まで足を延ばしたかったが、下
山後の交通手段が無いため諦める。車を利用して、秋に
また是非とも登ってみたいと思う。
鼻歌が出そうな快適な散歩道も此処で終わり、杉林の急
坂を一機に駆け下りる。沢の音が聞こえて来るとワサビ
田に出て、里が近いことを告げる。道は「小菅の湯」に
導いてくれ、熱めの温泉で汗を流し、生 B で乾杯!!
諸先輩方にも経験があると思いますが、私にもいよい
よ親の事で自由に動けなくなる時がやって来ました。
計画を出してもドタキャンして同行者に迷惑をかけたく
無いので、暫くはみんなの計画に乗せて頂くことになる
と思います。が、何卒ご容赦下さいますよう…。
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庚申山（１８９２ｍ）
■日程

：2010/06/19(土)夜

■天気

：晴れ

記：樋口

～

2010/06/20(日)

■メンバー：L.鈴木(廣)、山口(敏)、樋口
■コース

：6/19(土) 松原団地 19:10＝20:30 太田コロナの湯（泊）

6/20(日) 太田コロナの湯 5:00＝6:30 銀山平 6:45～7:33 天狗の投石～
7:45 一の鳥居 7:55～9:00 猿田彦神社跡 9:05～9:15 庚申山荘 9:30～11:05 庚申山～
11:10 見晴台（昼食）11:50～大胎内～お山巡りコース～14:00 猿田彦神社跡～
14:35 庚申七滝 14:50～15:35 銀山平 16:00＝松原団地
前夜発で「天然温泉コロナの湯

太田店」で温泉に浸かり、食事処で酒宴の末に就寝

する。この日はワールドカップサッカー（日本

対

オランダ）がありＴＶ観戦した

が、残念ながら敗戦した。翌朝は 5:00 に出発しコンビニで食料を調達し、一路銀山平
へ向かう。銀山平Ｐの先のゲート前駐車スペースに止め、登山準備を済ませ庚申川
沿いの約４ｋｍの林道歩きを開始する。心地よく汗をかいた頃、一の鳥居に到着する。
此処からは沢沿いの樹林の中を緩やかに登っていく。途中には鏡岩、夫婦蛙岩、仁王
門の奇岩怪石が楽しませてくれる。登山道が参道にかわると猿田彦神社跡だ。
数百ｍ登ると立派な庚申山荘に着く。トイレ、給水、山荘内
の見物を済ませ岩壁をトラバースする気味に梯子や鎖を用
いて急登し、いくつかの奇岩を通り大胎内にでる。山頂に向
けて急登を続けると、脇道にそ
れた岩壁に可憐なコウシンソウ
が沢山咲いていた。
今年はよく咲いているとのこと。しばし堪能し、山頂を目
指し岩場の急登を終えるとコメツガの平坦な道の途中で
三角点のある庚申山山頂を通過し、展望の良い見晴台で昼
食とする。眼前には皇海山がそびえている。
若い男女のグループも登頂してくる。見晴台も多くの人で賑わっ
ており人気の山であることを痛感する。
お腹も膨れ大胎内まで戻り、計画を変更しお山巡りコースに向か
う。お山巡りコースは奇岩の中を梯子や鎖を頼りに岩壁を登って
行き、高度を上げていく。長く感じた頃にようやく笹の中の下り
になり、沢音が聞こえて来ると嶺峰山荘脇を通り、沢を渡ると猿
田彦神社跡にでる。此処からは緩やかな下りを猛スピードで降り、
庚申七滝に立ち寄り、銀山平へ一目散で下山した。
コウシンソウにあえ変化に富んだコースで大満足の山行でした。
今度は庚申山荘に泊まり鋸十一峰から皇海山にトライしようと思いました。
鈴木廣さん山口敏さん、有難う御座いました。
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小川谷遡行
記：長田
◆山行日：２０１０年４月２５日（日曜）
◆メンバー：L 松浦、SL 鈴木（勝）、山口（裕）、沼田、長田 （敬称略）
◆コース：
5:30 草加駅東口→8:00 現地着、8:30 取付き地点→10:40 ツルツル大岩→12:35 左から巻いた
20ｍ滝→13:50 遡行終了→下山道→15:20 駐車場 15:40 駐車場発→19:00 草加着
「ファイトいっぱ～つっ」正直言って、これが沢登りを経験していない者が想像して
いる沢登りの世界です。初体験の沢登り、CM の様にザイルが切れて滑落したりしない
よなと期待と不安を混ぜ合わせながらワクワクどきどきしていると間も無く取付き付
近の駐車場に到着。ハーネス、スリング等をセットしていると沼田さんのベルトが切
れる･･･
まぁ偶然とか迷信とか縁起とか余り気にしないから、そのまま進みましょう（･∀･）
渓流足袋なるものを初めて履いて出発！車で来た道を下りながら取り付きを探します。
松浦 L の「確かこの辺だ」との言葉でガードレールを超えて、暗く足場が悪い中をフ
ィックスされたザイルを辿り下まで降りる。すると河原が開けていて明るくなり少し
ほっとした。準備の再チェックをして遡行開始です。少し歩くと最初の滝が現われま
す。高さは 5ｍ位？右から登るようにしてわりと楽にクリア、但しここでリーダーが「今
日は水量が多いな」と呟く。すぐに二つ目の滝が出てきます。チョックストーンで２
つに分かれていて事前に調べた時には右側に残置スリングがあるので右側からとの事
だったのですが水量が多いからか見当たらない、近くまで行って水を頭から浴びて見
たが判らないので結局高巻く事に、ザイルを出してリーダーが先に登り SL がルートを
確保してくれたので思ったより楽に登れました。待機している時に他パーティーを見
ていると水爆の中からスリングを発見して登っている！！但し水量が多いようでリー
ドした人が途中支点工作の為ハーケンを打っていた。やはり今日は水量が多いのだな
大変なのかなと考えてしまった。
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その後再び沢に戻り小さな滝を何個か登って行き神奈川の川はこんなに綺麗なんだと
感心しているとチョット嫌らしい滝が出てきました前のパーティーを見ていると滝の
右側をへつりながら登ってます。その場で待機していると何やら死臭が漂って来たの
で、何かなと臭いがしている左手の岩陰に視線を落とすと横たわって死んでいる鹿と
目が合いました･･･周りは切り立っているし、どう見ても上から滑落して死んじゃった
んだろうなと思い、嫌なもの見ちゃったなと少し落ち込んでいると前のパーティーが
登り終わっています。さて我々の番ですが、途中支点工作が必要そうなので SL がリー
ドで登り途中の残置ハーケンに支点を取って滝の上部で確保体勢を作ってくれました。
なので自分が登る時には嫌な気分も忘れて安心して登れました。その後もツルツル滑
る大岩を登ったり、20m の滝をザイルを使い巻いたり、フェルト底の渓流足袋って滑ら
ないなぁと思って調子に乗って歩いていたら土が付いた所で滑って沢に落ちたりとス
リリングな体験を楽しみつつ皆で先頭を入れ替わりながらどんどん登って行くと最後
の滝に到着。左側を登れば簡単に登れそうですが登り切った所から 2m ちょっとを降り
なければ駄目です。足場が悪いので落ちたら滝の上部で流されれば滝から落ちそうで
す･･･
結局ザイルを出し登った所で松浦 L に確保してもらいながら順番にゆっくり降ります。
足場やホールドは濡れているし更に下方向に傾斜があるので滑って行きそうで怖いで
すが皆慎重に降りてノーテンションで完了！最後に松浦 L が降りて終了！
その後朽ち果てた堰堤を過ぎて上に出ると視界が開けて明るくなります。
この朽ち果てた堰堤は最近の物だと思っていたら、松浦リーダー曰く結構昔の物の様
です。神奈川は昔から治水や土木に気を使っていたのか？それとも土建業が盛んだっ
たのかと考えていると遡行終了地点です。皆で大休止をして食べ物を補給して下山用
の靴に履き替えて下山ですが、私下山は憂鬱なんです。しかも今回はトボトボとて降
りている最中に小さい沢でコケてしまったので私だけ仕舞っていたヘルメットを取り
出し被って下山しました。
初体験の沢登りは本当に楽しかったです。小学校の時、田舎での大岩から川に飛び込
む川遊びや清水公園での水上を駆け抜けるアスレチックを大騒ぎしてやっていた感覚
を思い出しました。童心に返るというのはこう云う事なんだろうなと改めて感じてま
した。今回も確保やリードでの登攀等リーダーとサブリーダーには、大変お世話にな
りました。
自分達だけでも行ける様に少しづつ勉強していくようにしたいと思います。
最後に私事ですが、執筆していて母親の旧姓が沢登(サワノボリ)だと思い出しました。
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湯の丸山～烏帽子岳 （2101m～2065.6m）
記：小野寺

英子

日 時 ：平成２２年６月２５日（土）
参加者：L 松田、いつ子、張替、小野寺
【コースタイム】
松原団地駅 4：45＝外環・関越自動車道＝上信越東湯の丸 IC=地蔵峠駐車場 8：00
登山口 8：20～鐘分岐 9：00～湯の丸山 9：40~鞍部 10：25～烏帽子岳 11：20～11：50
鞍部 12：25～中分岐 13：00～地蔵峠 13：25
テレビでレンゲつつじが見頃と放映されたので、渋滞を心配した松田さんから５時の
子がおかしいと言い出す。エンジン音が大きくてナ
ビが聞こえない程。とても回転があがってる様子に
少し不安を感じたが、スピードを出さなければ大丈
夫と言うので、そのまま進む。地蔵峠までの道には
観音様が沢山祀られてた。地蔵峠の駐車場に無事停
められた。身支度を整えて出発！スキー場の右斜面

見事なレンゲつつじ

召集がかかり、松原をちょっと早めの出発！高速に入ってすぐに、松田さんが車の調

にレンゲつつじが綺麗だ。ゲレンデの横を登って行
く結構きつい！登りつめた所がつつじ平だ。ガスの中、前方は見渡す限りのレンゲつ
つじだ！残念だがここで合羽を着る。つつじの中には観光客が沢山居た。分岐を過ぎ
るといよいよ山道に入る。大きな岩がゴロゴロの急な登りで、しかも雨で足元が悪い、
それに早くも下山者が居るので時には待つことになる。途中ミヤマハンショウズルが
あるよ･･･と教えてくれる人がいた。初めてみる花でした。お花はベニバナイチャクソ
ウやイワカガミなど沢山咲いていた。湯の丸南峰の山頂はガスと強風で寒く、北峰は
何も見えないのでカットして、すぐに烏帽子岳に向かって急なガレ場を下る。見事な

烏帽子岳頂上

位落とされて鞍部に到着！ここで小休止。雨も上がり烏帽子岳の稜線が綺麗に見える。
稜線までは急登だがグンナイフーロや沢山の花々
が咲いてた。稜線から烏帽子岳までは何とも気持ち
の良い僅かのアップダウンで散策路という感じ、ザ
レ場には白コマクサが大事に保護されてた。
ピンクのコマクサもあり、シオガマ、ハクサンチド
リも･･･！ 山頂に は私 達と若 いカ ップル だけ で一 時
の静かさでした。山頂から湯の丸の北峰への道筋や
篭ノ登山も見えた。下山時はまだ登って来る人達も結構居た。鞍部からは湯の丸山を
巻いて緩やかなつつじやカラマツ林の中を気分良く、キャンプ場も通過、地蔵峠に着
いた。あとは旧鹿沢温泉の熱いお風呂に入り、ご機嫌の悪い松田さんの車をスピード
を出さずに･･･高速に入るといつもの如く、小仏トンネルまでのなが～い渋滞に巻き込
まれ、やっとの思いで帰り着きました。
松田さん運転お疲れ様でした。いつ子さん、張替さん有難う！楽しかったね！！
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57 歳のバースデー山行「金峰山」
・日時
・参加者
6/26 日

記

浅井昭光

2010 年 6 月 26 日(土) ～ 27(日)
L 浅井、下川、山崎、
草加（浅井宅）AM5：30---新郷 IC---首都高--中央道---談合坂 P---須玉 IC---

瑞垣山荘 P（8：20～8：50）---富士見平小屋（9：40～9：50）---大日岩（11：05）
金峰山山頂（13：30～13：45）---金峰山小屋（14：05）
6/27 日金峰山小屋（5：00～6：30）---大日岩（8：15）---富士見平小屋（9：15～10：10）
瑞垣山荘 P（11：05～11：25）-----益富温泉------草加（15：00）
急に時間が取れて、この時期には行ったことのない金峰山に一泊で行く事にした。
梅雨の時期、天候は小雨の中でしたが、静かで小鳥がさ
えずり、木々の葉が何とも爽やかな彩りを見せてくれる。
小屋に連絡した時に、「もう終わっているかもしれない」
と言われた石楠花が、高度を増すごとに色とりどりの美
しさを見せてくれた。また、いわかがみのピンクの愛ら
しさが私たちに「ようこそ！」と語りかける。小雨の中
のやすらぎだ。
金峰山にまだ登って無い方の為にお話しすると、地元
の人達はこの山を「きんぽうさん」と呼ぶらしい。別に、金塊が取れたという事も無さそ
うだけど、特に目立つ山頂でもない。どちらかと言うと面白さには欠ける山頂で、しかし
晴天ともなれば、眼下に瑞垣山が見え、頭を上げていくと 360 度の景色が見渡せる。富士
山、八ヶ岳、遠くは北ア、南ア、御岳、乗鞍と。これを見るには冬がお勧めだ。
しかし、寒さも一級品だ！寒がりやさんにはこのご馳走は手が届かない！写真で見るしか
ないかも?とにかく綺麗である。やはり、綺麗なものは何とやら…である。
もうひとつ楽しい事は、登り始めは広葉樹が多く四季折々楽しませてくれ、中ごろから
針葉樹が目立ってくる。静かな苔むす庭（丁度、うちの庭と同じ…?）なだらかな山腹の
道、そこを過ぎると大日岩の下に出る。見事な一枚岩の脇を登るとその大きさが判る。石
楠花の群生の道をしばらく歩くと、いよいよ岩の登場！グッと見晴らしが良くなり、風の
出迎えを受ける事になる。この時、風に逆らっては駄目だ。あとで風邪をひく、頭を下げ
て「通して頂きます…」と念じるのだ。きっとやさしく吹いてくれるはず。ともあれこれ
からが、金峰山の醍醐味！岩場の連続だ、でも大したことはない。ゆっくり足を運べば、
五畳岩にたどり着く。この五畳岩は、遠く北アからでも
確認できるほど、さすがに大きい！ある日、この五畳岩
を登った、お嬢さんがいましたよ。申し子かな？登って
みたい人は挑戦してみてはいかがかな？（私は関知しま
せん！）五畳岩で、御参りして、さあ山頂まで後わずか。
2599ｍの頂です。ゆっくりと展望を楽しんだ後、すぐ脇
の道から小屋へ向かって下山、わずか 15 分で着きます。
小屋は、買った物も全て持ち帰りですよ。文句は言わないように!!これが、金峰山さんで
す。行きたくなった人は声を掛けて下さいね。いつでもお連れしますよ!!
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Hakodate 山の旅
■日時

平成 22 年 6 月 27 日～29 日

■メンバー

ツアーL 山本、山行 L 浅古、

JR 大人の休日倶楽部割引キップ使用

小宮、阿部、山口（敏）、上原、千葉、黒澤、新庄、鈴木（里）
今年の北海道ツアー山行は小宮さんの発案で JR 大人の休日倶楽部割引キップ使用して
の鉄道の旅となった。JR 東日本を３日間特急も乗り放題で 12,000 円という格安のキップ
である。メンバーのほとんどが青函トンネルも初めての経験で、駅弁を食べながらの鉄道
の旅も楽しいのではと期待を膨らませた。このキップは指定席券も 6 枚まで自由にセット
できる仕組みになっているが、人気が高く、希望の列車は座席が確保できず、自由席でも
何とかなるだろうという、見切り発車であった。仕方なく列車を一本遅らせたり、帰りは
1 時間も前から並んだりして、結果はオーライであった。
指定券の購入には発売当日みどりの窓口に一番で並んだり苦労したが、希望の列車の指
定券は取れなかった。後で判ったことだが、インターネットでの申し込みを優先して、発
売当日いくら早く窓口に並んでも人気の殺到する指定券は、瞬時にして満席になる事が判
りました。みどりの窓口に一番で並ぶというのは昔の話で今は全く意味がないことが初め
て知った次第です。
第 1 日目

函館山

記山本

334ｍ

6/27（日）登山

上野発 6：10 の東北新幹線を乗り継いで、八戸に着いたのが 10：03、そこから函館まで
が在来特急の白鳥 1 号だが、連絡通路の近くにと目論んだ号車が遠く離れていたという不
手際もあり、白鳥 1 号の自由席はすでに通路まで人が溢れていた。止む無く次ぎの特急を
待って座席が確保できた。計画では函館の朝市でイカ刺しで昼食を予定していたが、函館
到着が午後 2 時ごろになるので八戸で駅弁を購入することとにした。ビール片手に楽しい
列車宴会が始まった。青森を過ぎ
てからは、陸奥湾が見え隠れして
津軽半島の先端に向かった。しば
らくして青函トンネルのアナウン
スが入り、津軽海峡の海底駅に到
着、ここが津軽海峡の海底の下
100ｍということらしいが、それ以
上の感慨は湧いてこなかった。
13：58 函館到着。山登りの簡単な
支度を整え、不要な荷物はタクシ
ーに頼んで、宿に送ってもらう。
駅からは徒歩で函館山に向かう。
赤レンガ倉庫の観光街を抜け、ロ
ープウェーの乗り場の脇から登山道となる。樹木の茂った登山道を登ること約 1 時間で山
頂駅に到着。車でも。ケーブルでも行く事の出来る函館山にこの暑さの中、歩いて登るな
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んて酔狂と考えたが、10 人以上は出会えたのでそれなりに人気の散策コースなのかと感じ
た次第です。ただ山頂は人影がまばらで、夜景の賑わいからは想像できない静かさだった。
山頂から今晩の宿、湯の川温泉へはタクシーを予定していたが、この時間、客待ちのタク
シーも一台もなく、時間もあったので徒歩で下山する事とにした。

第 2 日目

駒ケ岳

記浅古

1,131m

6/28(月)登山

登 山 口 ゲ ー ト 9:05… … … (赤 井 川 コ ー ス )… … … 六 合 目 登 山 口 10:05… … … 八 合 目 分 岐
10:30………馬ノ背 11:10～11:30………剣ケ峰肩のピーク(オッパイ型)892m 11:45～11:55
………馬ノ背 12:05～12:20………登山口ゲート 13:40
道南地域に旅行された方であれば、あの秀麗な駒ケ岳の姿が深く印象に残っているので
はないでしょうか、特に麓の大沼国定公園からの眺めは「素晴らしい」の一言だったでし
ょう？その駒ケ岳ですが、眺めるだけであれば問題はないのですが登るとなると------、
１２年振りに入山規制が緩和されたことはされたのですが、依然として登山(入山)届出書
の提出、登山可能日、コース、区域等々制限が設けられているのです。どうしても登りた
いとの強い思いで、少しテクニックを行使して事前準備を行った。
当日、前日の予報が嘘のように大きく変化しこの上ない快晴となった。途中コンビニで
飲食物を購入し赤井川登山口へ、案の定ゲートは固く閉じられている。広い駐車場完備、
食堂の案内板、数軒の建物はあるが人影はまったく無い。やむなくゲート脇をすり抜けて
六合目登山口へ向かう、幅広の舗装道路、強い日射し、道路わきの樹林の影を頼りに進む
が、次第に樹林が低くなり、且つ途中から道幅も狭まり、火山砂礫、灰の道に変化し歩き
難く影を作る程の木々も無くなってくる。猛烈に熱い、救いは姿を現してくれた駒ケ岳(剣
ケ峰)である。丁度１時間で六合目登山口に到着する(先程のゲートが開いていれば此処ま
で車で入れる)勿論登山者は皆無である。到着する少し前、木々の隙間からヘルメット姿の
人影と物音が聞こえビックリする。さては監視員か？

数人居る中の親方？らしき方と挨

拶代わりに会話を交わすと、自分達は森林組合に属する者で、此処にある休憩所の整備工
事を行っているとのこと、一寸と怪訝な顔をしているので、過日 TEL にて会話した森町役
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場防災交通課(駒ケ岳火山防災会議協議会の事務局)安井さんとの話しを持ち出しその場を
取り繕って、速やかに登り出す。
次第しだいに鋭い岩塔の剣ケ峰、なだらかで優美な馬ノ背、円錐形の隅田盛が間近に見
えてくる。道は傾斜を増し、カンカン照りで暑さに眩しさも加わり苦しい登りとなる。
キツイ登りが続くので、休憩を多めに取り水分を補給する、剣ケ峰の形が変化して行くな
かやっとの思いで稜線である馬ノ背に到着する。
火口原が眼前に広がる、時折噴煙が上がる、剣ケ峰は下で見えた秀麗な姿ではなく北ア
の槍ケ岳を想わせる岩塔群で正に馬のタテガミである。
火口原の奥には剣ケ峰、隅田盛と併せ３ツのピークの１ツである台形状の砂原岳が望める。
平坦な広場となっている馬ノ背には、登山禁止の標示板とロープが張ってあり火口原や剣
ケ峰、隅田盛、砂原岳
へは行けない。
しかし、登山中ずーと
見え、目標としていた
オッパイ形のピーク
( 剣 ケ 峰 の 肩 部 分
892m) だ け へ は 行 こ う
と一決、亀裂を避けな
がら約１５分かけて登
る。
ここから眺める剣ケ
峰はより近く岩塔群の
岩々がハッキリ見て取
れ迫力が感じられる。
チャンスがあれば登攀
してみたいと思わせる岩塔である。
帰路は滑りに注意しながら登路を辿り登山口ゲート P へ戻る。火山礫、灰のお陰でズボン
と靴は真っ白になってしまった。
当初、駒ケ岳登山後、横津岳 1,166m へも登ると云う計画もあったが、駒ケ岳登山で十二
分に登山を楽しめたとの大多数の意見で、大沼畔を経由し森町～砂原町をドライブするこ
とになる。ドライブは丁度駒ケ岳を一周する形と
なり、剣ケ峰、砂原岳の形の変化に、眺める位置
により、こんなにも大きく山容が変わるのかと改
めて驚いた次第である。
今夜のビールはさぞや美味しいことであろう、そ
れを楽しみに宿へ向け車を走らせる。
終わりに一言
味しい！

函館のイカ、活イカは本当に美

他と一味も二味も違う、やはり日本一

であろう。
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第 3 日目

恵山

記阿部

618ｍ

6/29 登山

６月２９日（火）６時３０分頃朝食⇒啄木亭７：３５発（レンタカー）⇒恵山登山口８：
４５出発⇒恵山頂上９：５０⇒駐車場１０：４０頃下山⇒函館駅近くでレンタカー返して
食事買い物⇒１５：４２電車乗る
昨日までは雨の予報が晴れに変わり暑すぎるくらいの北海道二日間だったが今朝はやはり
雨かなと思わせるような空模様だ。でもまだ降ってはこないので一途の望みをかけて「バ
イキング」の朝食を腹一杯食べて恵山に向ってレンタカーに乗り込む。
約一時間で恵山駐車場に到着、車を止めてめいめい正規のザックの人、サブザックで行く
人、それぞれ思い思いの服装で出発だ。恵山 途中何ヶ所か見物場所の案内板やコースの看
板が立っている、そのまま登っていくと岩場があるがその岩が又面白い。キノコのマイタ
ケのような岩だ、何枚も重なっているような岩があちこちにあるのだ。
色々な山があるものだなあと話しながら登っ
て行く、道も崩れやすいのか結構階段が多い
山だ、でも丹沢の山の階段よりは歩きやすい
階段だ。この山もまだ活火山なのか、硫黄と
言うか火山性のにおいが強い山だ、場所によ
っては岩の間から強い臭いと煙が小さく音を
たてながら出ている所もある。その頃まわり
もだいぶガスってきた。そのガスのシブキが
目に入ると痛い気がする。やはり火山性のガ
スのせいかもしれない。そうこうしているう
ちに頂上に到着だ。
頂上は視界も悪く臭いも強いので下
りの風のない所で休もうと言うことで記
念写真だけを撮ってすぐ下りについた。
下りは階段も多いが歩きいいので途中少
しの休憩であっという間に駐車場まで下
山する。車に積んであったホテルでもら
った牛乳を飲み、一休みして又レンタカ
ーで函館駅に向う。レンタカーを返して
皆で昼食は函館市場の水槽に入っている
イカの刺身定食を食べ生ビールを飲んで
満足してお土産を買い電車に乗り込んだ。
３日間の北海道の山ハイキングも無事楽しく終えることが出来ました。
浅古・阿部

あとがき

ツアーリーダーの山本さん・10 人乗りの車を一人で運転をして下さった小宮さん、乗車
券を手配下さった新庄さん・又参加者の皆さんほんとうにありがとうございました。座を
楽しませて下さった皆さんありがとうございました。
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仙丈ヶ岳～甲斐駒ケ岳

黒戸尾根 縦走
記：小林いつ子

■日

程

平成 22 年 7 月 17 日（土）―19（月）

■メンバー

L 小林い・小野寺・松田・山口敏

■歩

車 使用
新越谷～中央線竜王駅間のみ、往復松田○

程

17 日（一日目）新越谷 4：00 出発―中央道甲府昭和 IC 下―6：20 竜王駅駐車場着―タ
クシーー広河原 8：00 出（臨時バス）－8：25 北沢峠 8：40 出―10：25 大滝の頭―11：
泊
35 小仙丈岳ランチー13：25 仙丈ヶ岳―14：45 馬の背ヒュッテ着○
18 日（二日目）4：35 出―北沢峠 6：55 出―10：35 駒津峰―12：15 甲斐駒ケ岳ランチ
泊
12：45 出―13：50 御来迎場―14：40 七丈小屋（第２）○
19 日（三日目）6：45 出―8：40 五合目―9：50 笹の平―11：20 竹宇駒ケ岳神社着－新
井（山本さん友人）車で竜王駅
山行報告をする前に、仙丈ヶ岳のみ参加希望された方々に気楽に OK を出してしまい、
結局切り離すことになって本当にすみませんでした。

梅雨明け前の豪雨でその山行も流れてしまい、尚更切ない想いです。
憧れの仙丈ヶ岳は、3 年前に一度計画をしたが豪雨と土砂崩れであえなくドボン！！
やっと今年リーダーとして計画する気になった。とは言っても連休は梅雨明けぎりぎ
りなので、三年前の嫌な思い出がちらついてしまう。そして今回も直前まで悩まされ
たのだ。三年越しの計画は、仙丈～甲斐駒～黒戸尾根を韮崎方面に下ることにした。
な か な か タ フ な コ ー ス 取 り な の で 皆 さ ん 名 乗 り を 上 げ て く れ な い 。「 ど う し て も 仙
丈・甲斐駒同時にやっつけてみたかった。」
17 日

天気もメンバーも OK 最高！最後まで心配だ

った南アルプス道も開通していた。正にこの日に梅
雨明け、神様・仏様 etc 何にでも頭を下げたくなる。
お金と時間の節約のため、甲府の先の竜王まで車で
行き、駅前の駐車場に入れタクシーで広河原まで入
った。調度人数が揃ったので臨時バスが出た。ここ
で一時間の時間節約になった。マイカーは乗り入れ
禁止！代わりに運行時間が臨機応変になるようだ。途中、北岳・間ノ岳も稜線まで見
えた。バスはシャッターチャンスをくれる。
北沢峠にはすでに大勢の人がいて、それぞれの方向に分かれて行く。私たちも身支度
を整えて仙丈ヶ岳への道に入った。敏雄さんにとって仙丈甲斐駒は 30 年来の憧れの山
とのこと！武ちゃんは両山とも初めて！英子ちゃんも仙丈は初めて！それぞれの想い
で三日間の縦走が始まった。最初は樹林帯の中を気持ちよく歩き、二合目辺りから登
りがきつくなる。暫くすると私達はガスの中を登っていた。時々見えていた北岳もす
っかり消えた。馬の背ヒュッテへの分岐でもある大滝の頭に着いた。道標には、ロー
マ字・ハングル文字なども入り、日本の山も国際的になったものだと嬉しくなる。
森林限界を抜けてもガスは濃く、小仙丈ヶ岳に着くまで何も見えずがっかりしたが、
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その代わり梅雨明けの焦げそうな日差しは避けられた。小仙丈の山頂でお湯を沸かし
ランチ。仙丈ヶ岳が雲間に見え隠れする。仙丈ヶ岳までの上り下りも、お花畑が癒し
てくれた。イワカガミ・お山のエンドウ・石楠花・しおがま・ハクサンいちげ等うれ
しい！雄大な景色は翌日に廻して存分に楽しむことにした。
一時間ほどで仙丈ヶ岳に着いた。やはり
ガスでパノラマは楽しめないが間ノ岳へ
の道は長く続き、周囲の山々の大きさが
伝わってくる素晴しい山だ。ゆっくり楽
しんでいる暇もなく突然大粒の雨になっ
た。すぐ下に仙丈小屋が見えるのでカッ
パの上着だけを着て滑るように下った。
仙丈小屋に着いても止みそうにないので、
しっかり雨具を着て馬の背ヒュッテへと
下りた。ヒュッテには３時近くに着いた。雨は明るいうちに止んで、小屋からは駒ヶ
岳がすっきりと見えた。夜中には満天の星空!天の川も流れていた。「織姫と彦星さん
もデートは梅雨明けを狙えばいいのに・・・」
18 日

4：35 駒の右から見えそうな朝日に、後ろ髪を引かれながら北沢峠へと下りた。

沢沿いの道を暫く行くと、目の前に神々しく朝日が上がってきた。
私達はついている。実にラッキーだ！！これも神仏と○△◇・・・のお陰様。
二時間ほどで北沢峠に着き、長衛小屋のテーブルを借りて朝食にした。そこでゆっく
りしたので、早朝からの下りは消化され、長い一日は気分的に楽になった。駒ケ岳へ
の登りは双児山までは樹林帯だが、時々見える山々が素晴らしい！！
昨日見えた筈の景色がすべて見渡せた。
北岳と富士山が並んでいた。北・中央ア
ルプスも・・！昨日歩いた仙丈ヶ岳の大
きな雪渓も！
駒津峰の合流地点は流石に凄い人出だっ
た。駒ケ岳の岩稜がますます迫ってくる。
六方岩の分岐までは交通整理が要りそう
な賑わいで、狭い尾根を譲り合いながら
進んだ。さすが連休中日、人気集中とい
うことか。ちなみに一昨日の馬の背は客がたった一人だったとか。
ちょいと小耳に挟んだ話なのでー？？昨日も寝床に空きがあった。
私達は六方岩から直登コースを取り、岩に取り付いた。最初のうちは岩が大きくて、
足場も粗く、しがみつく感じで登り始めた。小柄な人は一苦労かも知れない。天気が
良いので背中からじりじり焼けてくる様な暑さだ。誰かが直火焼きだと言っていた。
右側の砂地のコースを選んだ人達も、緊張のない長い坂道にくたびれはてている様子
だ。暑い暑いと言いながら、12 時 15 分甲斐駒ケ岳山頂に着いた。
計画通りに仙丈・甲斐駒二山登頂出来た喜びは大きな自信になるかも！？
ランチは干からびそうになりながら持参のパンを食す。もう潰れて何パンだか分から
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ないが、とりあえず気分最高なので、まっ！！いいかなのだ。
樋口さんが以前報告書に書いていた様に、駒ケ岳は昼前にはガスが出てきて先程まで
の遠見の展望はなくなっていた。
長い一日の後半二時間の下りが始まった。三時前には七丈小屋に着くめどがついた
のと天気のくずれの心配もないので急ぐ必要もなく、結構な岩場を慎重に下りる。
牙のように突き出た岩や、剣を刺した鐘を伏せて置いたかのような岩、どれも信仰の
対象らしい。もちろん駒が岳山頂にはりっぱなお社が祭られていた。
御来迎場手前でクライマーの人達と挨拶をした。少し話をすると、今年この場所で
クライミング中に滑落した仲間の慰霊登山と聞いた。英子ちゃんの話だと途中の岩場
に新しい花が供えられていたらしい。七丈小屋で聞いたのは、今年三月に起きたその
事故は草加の方で、新聞にも載ったようだ。彼らは遺品の回収クライミングであった。
せめて、手を合わせご冥福をお祈りするべきだったと後で反省。
14：40 七丈小屋に着いた。メンバーのコンディションに問題ない。私達の泊まりは
少し手前の七丈第二小屋になった。水は第一に、トイレは両方にあり清潔で素晴らし
い。梅雨の晴れ間が少なかったので、ヘリでの持ち上げがなく食事は付いていない。
ビールもカップ麺も貴重品で、管理人さんはビールの入ったクーラーの前にどっかと
座っていた。ちなみに私達は 4 人なので、割り当ては大なら 1 本、小は 2 本である。
男性達は北沢峠で小 4 本を仕入れておいたので満足げに夕方までを楽しんだ。
夜中は前日同様きれいな星空だった。小屋は狭い斜面にあり、前には柵がないので星
空や景色に見とれふらふらしていると谷に落ちてしまう。夜中のトイレが一番怖い。
出入り口が狭いので寝ぼけて谷へ！！何てことに
なりかねない。
19 日

早朝、窓から富士山と鳳凰三山が雲海に浮

いて見える。のんびりと身支度を整えた。
6：45 管理人さんに挨拶をして、三日目が始ま
った。いきなり、鎖・はしご・つり橋等など、一
変に目が覚めた。五合目の小屋跡までそんな感じ
であった。下りなのでスリル満天！！！小屋跡で
ビバークでもしたのか？一人山行の人と何度かすれ違った。ここから先はただただ長
～い下りで黒戸山をまいて下る。途中の難所刃渡りもザイルがつけられて何の心配も
なく通過。今度は八ヶ岳の雄姿を楽しみながら下山する。相変わらず登って来るのは
ほとんどが一人山行で、30 人くらいとすれ違ったろうか。
11：20 笹平に飽きた頃、ようやく下界に戻ってきた。竹宇駒ケ岳神社近くの尾白川
で遊ぶ子供の声が嬉しい。竜王までの帰りの車（元パイオニアの新井さん）は山本さ
んに手配していただいた。新井さんが尾白川を渡って山道まで来て下さったので、お
迎えの車を探して歩くこともなくスムーズに竜王駅に着くことが出来た。
それにしても何という暑さ！
幸せ幸せ

☆☆☆☆☆！

駅近くの名取温泉に浸かり、山行の汗を流した。
山本さん・メンバーの皆さん本当にありがとう。
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谷川岳万太郎沢
◆山行日：２０１０年７月１８日

記：山口裕史

◆メンバー：L 松浦、鈴木（勝）、沼田、長田、山口（裕） （敬称略）
◆ コースタイム:約 9 時間
8:10 土樽駅 8:20→9:05 取り付き地点 9:40→堤 10:00→関越トンネル換気口 11:10→
オキドウキョのトロ 11:20→13:15 デトの滝沢→13:30 一ノ滝(戻り)→オキドウキ
ョのトロ 14:55→関越トンネル換気口 15:25→堤 16:30→土樽駅 17:20
会保管の沢登りのビデオを借り、その明るい沢の
景色に魅了されいつはと思い、昨年から「是非連
れて行ってください」と松浦リーダーにお願いし
て念願かなった谷川岳の万太郎沢遡行です。
★沢登り
堤まではゆるりと平坦で足慣らしには丁度良く、
今日は日差しも強く絶好の沢登り日和。開始から
開けた明るい雰囲気に胸ときめかせ歩いていく。
暫く歩くと堤が見え、自然溢れる景色にこれだけ
大きな人工物に違和感を感じながらも下を通り抜
けた。
全体の雰囲気としては奥多摩に比べて明るく気分
的にも軽やかになる。どちらかと言うと切り立った滝ではなく、ナメたツルツルの滝
が多いので、シャワーを浴びながら登る…というより滝の脇を登っていくことが多い。
ただ、取り付くのに滝つぼが深く泳いで取り付く箇所は多く、沢の醍醐味の泳ぎを堪
能できるのがまた魅力的な沢だ。沢の水が綺麗で滝つぼは緑色で美しいのが更に良い。
今回の見所の 1 つオキドウキョのトロは両脇が切り立っており水深が深く、必然的に
泳ぐしかない。水源が狭い場所に集まっているのと、昨晩の雨のお陰で物凄い水量に
なっていたため、1 段目まで勝幸さんがトライしたがそれ以上先へ進むことができず、
右から巻きその後も着々と進んで、デトの滝まで来て食事休憩。ようやく山頂が間近
に見えてくる。
ここからすぐ近くの一ノ滝までは軽身で登ってみた。一ノ滝は 20m あり近づいてみる
と垂直に聳え、圧倒された。いつか肩まで登ってみたいが、まだまだ技量が足りない
のでしかたないと思うが、反面悔しさもこみ上げてくる。
★沢下り
いつもは沢登った後林道等を使うため沢下りは今回が初。滝つぼが広く深いため数 m
をどんどんとダイブしたり、ナメているので滑り台のようにして下っていく。飛び込
みは勇気がいるが、10 回も飛び込むと恐怖感も薄くなり飛び込みが気持ちよくなった。
暫くすると空は雲に覆われ、雷が聞こえ雨が降り始めた。こうなると寒くなってきて
24

飛び込むのも躊躇する。ただ大雨になる前に下り終えないと、増水が心配だったので
ピッチを上げた。堤に到着してホッとしていると大雨が降り始めた。とりあえず無事
に道に出れて一息つく。結構行程は長かったが、他の沢では味わえない美しい遡行が
出来、谷川近辺の沢の魅力を味わえた次第、次回は実力をつけて肩まで完登したいも
のだ。

荒川三山（3,141m）赤石岳（3,120m）周遊
記：山口裕史
◆山行日：２０１０年７月２３日～２６日
◆メンバー：L 山口（裕）、山口（敏）、沼田、磯川、会員外 1 名

（敬称略）

◆コースタイム
1 日目:7 時間
臨時便バス 7:00→8:10 椹島ロッヂ 9:00→吊橋 9:20→10:12 鉄塔前→岩頭見晴 10:30→
11:25 小石下→12:35 清水平(大休止)13:00→蕨段 13:40→14:00 見晴台 14:10→駒鳥池
15:15→16:00 千枚小屋(テント泊)
2 日目:9 時間 20 分
千枚小屋 5:20→6:20 千枚岳 6:25→7:35 丸山→8:05 悪沢岳 8:25→9:30 中岳避難小屋
9:40→中岳 9:55→前岳 10:05→10:55 荒川小屋(大休止)11:55→大聖寺平 12:15→小赤
石の肩 13:30→小赤石岳 13:55→赤石岳 14:35→14:40 赤石避難小屋(素泊り)
3 日目:5 時間 25 分
赤石避難小屋 5:35→赤石岳 5:40→分岐 5:50→砲台休憩所 6:30→富士見平 7:20→7:45
赤石小屋 8:15→赤石岳登山口 10:45→11:00 椹島ロッヂ 12:30→13:25 畑薙第一ダム
昨年の秋、園木リーダーと聖岳・赤石岳周遊をした時にガスで展望のなかった赤石岳、
そして隣の荒川三山。夏季休暇を利用して 2 泊 3 日で計画した。
駐車場から 8 時のバスを予定してゆっくり朝食を取っていた所、27 名集まったら臨時
便を出すと言うことで急いで準備。
なんとか間に合って 7 時便に乗れた
…が、急いでいたため今回の朝夜の
食料を全て車の中においてきてしま
った。やっぱり急いで行動すると良
い事ない。不甲斐ない失態だが、不
満も漏らさずについてきてくれた皆
さんに感謝。
初日は千枚小屋まで歩くが、これが
ほとんど展望のない樹林帯の登り。
1400m の 標 高差 を ゆっ くり と 登っ て
いく。2 日目の大展望を楽しみに昇るしかない。唯一駒鳥池の苔生した雰囲気が良かっ
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たかな。千枚小屋はテント幕営。小屋から 5 分位下った場所でトイレに行くのに一苦
労。本日は食料を忘れたため夕食 2,000 円を頂くことにする。ご飯味噌汁おかわり自
由は嬉しかった。
2 日目早朝、小屋から富士がとても綺麗に見える。千枚岳山頂からは稜線歩きが続く。
稜線には花が満開で見とれているとなかなか先に進まない。荒川三山からは展望抜群
で北アまで見える。3000m を越える絶頂を踏むのは本当に気持ち良い。
前岳では雷鳥が雛 3 羽を連れているのに出くわした。通常ガスッていないとあまり姿
を現さないので本当にラッキー。ヨチヨチ歩きの雛がメッチャ愛くるしかった。
荒川小屋の水場はキンと冷えていて、一気に喉を潤し、体を拭うと気持ち良かったな
～。スイカも売っていたが我慢。
さて、ここから赤石避
難小屋には水場がな
いので、荒川小屋で水
を 2L 背負った。テン
トの他に水を担いで
の赤石岳への登りは
本当にしんどい。
30 分歩いては 5 分休
憩で何とか肩にたど
り着いた。昨年は赤石
岳山頂では展望に恵
まれなかったが、今年は本当に素晴らしい天気でリベンジが果たせた。
赤石避難小屋では小屋番さんが良い人で持ってきた酒を薦めると、逆に焼酎を振舞っ
てくれた。5 時から 8 時過ぎまで山話で盛り上がりちょっと飲みすぎる。山で知らない
人と触れ合うのは楽しいね～。
翌朝は雲が多いながらも展望はよく、富士が薄紅に染まる姿を拝むことが出来て感激。
やはり早朝の景色はなんとも形容し難い神秘さがある。
体調が悪かったながらも何とか完登。最初から最後まで天候が安定していた最高の山
行に他のメンバーも喜んでくれて良かった。
南ア南部、あとは茶臼～光岳周遊、笊ヶ岳の 2 回は登りたい。今年中にどちらか行き
たいなー。
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吾妻山（弥兵衛平）Ｈ22 年 7 月 17 日（夜）～7 月 19 日
▲メンバーL 芳野・鈴木廣

記：芳野

光夫

7/17 夜出―高湯温泉（スカイライン駐車場）テント泊
18

4：40 出―浄土平 5：45 出―6：30 酸ヶ平―7：05 一切経山―10：20 烏帽子岳
―11：35 昭元山―13：30 明月荘分岐―14：45 明月荘
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6：45 出―7：35 大蔵新道―11：00 谷地平―13：00 姥ヶ原―14：20 浄土平

どうしても再度訪ねなければならない山小屋があった。40 数年前、高校 1 年の夏休み
の時、同級生のＨ君と吾妻連峰を縦走した思い出があった。その時初めて泊まった山
小屋が、弥兵衛平小屋だった。その時は、縦走する事のみが目的で、湿原の風景を楽
しむ事が出来なかった。
普通 3 連休で、山の会でも幾つかの山行計画が出ていた。土曜日が仕事の自分は、
同じく土曜日が仕事の鈴木寛さんを誘う。
7 月 17 日の夜 7 時 30 分、寛さんの車が来ると、山道具一式、キャンプ道具一式を車
に積み込み出発する。関東地方は梅雨明け宣言が出た日だった。でも、福島はまだ雨
が降っているみたい。
雨にも降られず、高速道路を福島西ＩＣで降り、高湯温泉の先の

スカイラインの

入り口に着く。そこに大きな駐車場があって車一台も止まっていなかった。そこにテ
ントを張ることにした。車の外に出ると、空
いっぱいの満天の星、子供の頃見た「七夕の

一切経山

天の川」が流れている。星空の下、ビールで
乾杯し寝る。
7 月 18 日（晴れ）4 時過ぎ明るくなって目
が覚める。テントを畳んで、4 時 40 分に出発
する。5 時 20 分浄土平着、天気が良くさわや
かな朝だった。周りの山々がはっきり見えて
気持ちが良い。5 時 45 分出発する。一切経山
に直登するコースは、火山ガスの為

閉鎖されていた。酸ヶ平に回り込んで、そこか

ら登り出す。酸ヶ平 6 時 30 分着、そこから 30 分の登り、周りの風景を楽しみながら 7
時 5 分、一切経山に着く。そこから見た五色沼の景色が素晴らしく、40 数年前の時と
同じ景色だった。20 分ほど朝食を食べな
がら休む。五色沼の脇を通り、家形山に
登る。此処までは素晴らしい景色が続い
た。家形山からは、オオシラビソの樹林
帯の中を歩く。前日までの雨の影響か道
がぬかるんでいる。飛び石を頼りに歩く
が、歩き辛い。時間をロスする。9 時 40
分、ニセ烏帽子岳。10 時 20 分、見晴ら
しの良い烏帽子岳に着く。此処で甲羅干
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しをしながら 20 分程休む。この先も大きな石がゴロゴロしていて歩き辛かった。11
時 35 分、昭元山着。少し疲れが出てくる。12 時 45 分、大倉新道分岐。此処から高層
湿原が始まる。木道が東大デンの山頂まで続いている景色は 40 数年前の記憶が蘇えっ
てくる。確かにこの風景があったと・・・。
13 時 30 分、明月荘分岐。小屋には直接行かず、藤十郎方面へ湿原を散策する。湿原
の先まで行ってまだ戻って来る。14 時 45 分、明月荘に着く。小屋には当時の面影は無
く、おそらく建替えられたものだろう。唯一、鐘のみが残っていた。小屋に 4・5 人の
人が休んでいた。
早速、15 分程離れた水場に水を汲み
に行く。途中、いろいろな花を見るこ
とが出来た。冷たく美味しい水だった。
小屋に戻り、弥兵衛平湿原を明星湖目
指して散策する。ワタスゲが風に揺れ
て、キンコウカの花もやさしく咲いて
いる。標高 1800ｍの湿原、人一人いな
い。トンボと蝶が舞っているだけ。明
星湖の先で湿原の道は終わり、登山道

ワタスゲ

が続いていたが、ぬかるんでいて歩け
ない。来た道を戻る。湿原に霧が湧き出し、幻想的な風景となる。
16 時 30 分、小屋に戻り食事の準備に掛かる。ゆっくりとお酒を飲みながら 19 時頃、
寝る。夜中トイレに起きて見上げた星空は、満天の星と天の川。その下の湿原を少し
散歩した。
7 月 19 日（晴れ）4 時に起きる。湿原の夜明けを見ようと、まだ暗い中散歩に出る。
湿原の空が、少し少し変化して明るくなってくる。明星湖で日の出を待つ。朝日に輝
く湿原の風景もまた素晴らしい。千変万化に変化する自然の営み、ただ立ち止って眺
めていたくなる。小屋に戻り、食事を
済ませ、水を汲み 6 時 45 分に出発する。
分岐の先、藤十郎方面に少し行って、
誰も居ない木道の上に仰向けに寝そべ
りながら、高層湿原の空気を充分に楽
しむ。7 時 35 分出発。大蔵新道を下る。
相変わらずオオシラビソの樹林帯の中、
ぬかるんだ道に苦労しながら進む。11
時、谷地平に着く。途中、ミヤマキン
ポウゲやヤナギランなどの珍しい花々
が見られた。ここから姥ヶ原までの登
りがきつかった。13 時、喘ぎながら、漸く姥ヶ原に着く。そこから鎌沼の南側を通り
浄土平に 14 時 20 分に着く。
途中、高湯温泉の共同浴場に入り 20 時頃、草加に着いた。天気に恵まれ、40 数年ぶ
りの思い出の山々を歩けて、満足な山行が出来て嬉しかった。
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切込湖～刈込湖
記

鈴木里子

日時

平成 22 年 7 月 19 日（日）

メンバー

L 黒澤、上原、鈴木（里）

行程

新越谷６：０２～新栃木７：１０（区間急行）７：１７（東武日光線）
東武日光駅８：１０バス：日光駅～60 分～光徳キャンプ場～20 分～山王
見晴～50 分～涸沼～30 分～刈込湖～30 分～小峠～5 分～湯の平

仙丈ヶ岳に行く予定が天候不良で中止になり急遽、切込湖・刈込湖に行くことになり
ました。
日光駅からバスで光徳キャンプ場まで行き、アストリアホテル前で１０：００出発で
す。牧場に沿って歩いていくと売店が有り、間もなく光徳登山口と書かれた小さな道
標が木の枝に掛けてあった。
登山道はダテカンバとシラカバの木に囲まれていて、太陽がさえぎられ涼しく気持ち
よく歩くことが出来た。山王峠を越えると涸沼だ。
ここは、すり鉢状で周りが高く中がくぼんでいる。奥には山王帽子山や於呂倶羅山に
囲まれていて絶景だった。グミの木の木陰で昼食を取りながら景色を楽しんだ。
切込湖から刈込湖の湖岸は歩きやすく、またエメラルドグリーンの湖面に映る景色も
美しい。小峠を越えて木道を下っていくと硫黄の臭いが漂ってくる。下山口の湯の平
が近いと感じた。
湯の平に下りると宿ごとの囲いの屋根の付いた源泉がある。それを見学に来ている観
光客がいた。硫黄の臭いと足元の悪さを気にしていた。
湯の平から 1 番近い「ゆの香」で入浴。狭い風呂で混んでいたが、汗を流せただけで
も満足だった。
湯本バス停から日光駅まで約 1 時間バスにゆられて気持ちよく夢心地のまま日光駅に
到着。日光駅１６：２３快速に乗り、帰路に向かった。
黒澤さん、上原さんお世話になりました。
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谷

川

岳（厳剛新道より）

記

杉山

清美

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------〔日 程〕2010 年 7 月 24 日(土)
〔参加者〕Ｌ山崎正夫 浅井昭光
〔行

阿部芳夫

大門京子

杉山清美

程〕松原団地駅西口(5:30)…谷川岳ロープウエイ駐車場(8:00～8:20)
… マ チ ガ 沢 出 合 (8:50 ～ 8:55) ～ 厳 剛 新 道 ～ 第 一 見 晴 (9:45) ～ ラ ク ダ の コ ル
(11:30～40)～肩の広場～トマの耳(13:35～45)～オキの耳～トマの耳
～ 天 神 尾 根 ～ 肩 の 小 屋 (14:35) ～ 天 狗 の と ま り 場 (15:10) ～ 熊 の 穴 避 難 小 屋
(15:40)～谷川岳ロープウエイ(16:25～35)駐車場～松原団地駅西口

松原団地の集合時、空には薄い雲、しかし、谷川岳ロープウエイの駐車場に着く頃
には、青い空に真夏の太陽がギラギラと照っていた。歩き始めてから二十分程でマチ
ガ沢出合に着いた。ここから厳剛新道からの登りになる。私は厳剛新道からの谷川は
初めてだった。ウグイスの声と緑のトンネルの中をひたすら登った。立ち止まって眺
めれば、谷川の山々
の緑の山容がすっ
きりと青空の下に
連なって見えた。沢
にはまだ残雪があ
った。一時間程で岩
のゴツゴツとした
急な登りとなった。
大きく足を上げて力を入れた途端、ふくらはぎが急に硬くなりこむら返りしてしまった。
あまりの激痛に「痛い」と思わず叫んでその場に座り込んでしまった。テルさんが靴を履
いたままの足を持ってアキレスケンを伸ばしてくれた。しばらくマッサージして何とか歩
くことが出来た。足がつったのには思い当たる原因があった。会社を辞め自転車通勤しな
くなった為に運動不足だった。久しぶり
の山行と重い革靴の靴紐をいつもより少
しきつめに締めて登り、変な筋肉を使っ
て歩いた。そしてさらに、汗が顔から滴
り落ち、シャツはボタボタと汗が絞れる
程の猛暑の登山だった。熱中症にならな
いように水分と塩分とを補給しながら、
時々つりそうになる足をかばいながら何
とかトマの耳に登頂できた。残念ながら
頂上は霧の中で眺望はなかったが、しば
し冷蔵庫の中にいるような涼しくて贅沢
なひと時を味わった。私とテルさんはオキの耳に行っ三人を肩の小屋で待った。優しいテ
ルさんは、今回山に来ることが出来なかった祐子さんとペアでＴシャツをおみやげにして
いた。皆さんご心配おかけしました。そしてありがとう ございました 。
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山行実施日：2010／7／24～25
メ ン バ ー：L 千葉、下川、上原
ア ク セ ス：南越谷 6:35 西国分寺 7:15（乗換）7:26 高尾 7:50（乗換）8:01
甲府 9:46 バス＝甲府 10:00 広河原 11:56 （市営バス乗換）広河原 12:20 北
沢峠 12:45 北沢駒仙小屋 14:00 着（泊）
帰路は往路を戻る
コース（25 日）
駒仙小屋 4:00 仙水小屋 4:35～4:50 仙水峠 5:25 駒津峰 7:15 甲斐駒ケ岳山 頂
9:00～9:30 駒津峰 10:45～11:00 双児山 11:40 北沢峠 13:05
猛暑の続く雑踏を避けて、南アルプスの甲斐駒ケ岳に向かいました。10 年前の 7 月
草加山の会に 6？歳で入会して、初めての山小屋泊山行が仙丈岳でした。その時見えた
甲斐駒ケ岳に 10 年を経て登れたことに感無量です。
駒仙小屋を夜明け前の 4:00 にヘッドランプを付けて出発です。30 分程でカラフルなテン
トが見え仙水小屋です。朝食を軽く済ませ沢沿いを進み、やがて樹林帯を抜けると左手に
岩塊の斜面が見え、裾を歩き仙水峠に着きました。ここから駒津峰までは急登が続き、北
沢峠からの尾根道と合わせる。ここに不要の荷物を置いて、さらに巨岩の群れを過ぎ少し
登ると六方石の分岐に出ました。右は巻き道、左は尾根どうしの岩場で、当然右を選択、
目前に摩利支天が見え、登山道はザレた白砂で、遠くから見ると雪渓に見間違うらしい。
山頂近くには巨大な岩石に、宝石が埋め込まれているように光っていたのが印象的でした。
山頂には不動尊の石祠があり、眺望は素晴らしく長く眺めていたい心境でした。眼下の
鋸岳に雷鳥が砂遊びしている光景も見えま
した。しかし、下山の時間も気掛かりなの
で 9:30 山頂を後にします。下りも巻き道
にします。駒津峰に下り小休止、尾根を双
児山から北沢峠に下ります。
途中に仙丈岳・北岳・塩見岳等が見えて楽
しい限りです。特に双児山から見た独特な
山容の北岳は見事でした。
数か所のアップダウンでダケカンバやハイ
マツの中を下り、樹林帯に入るとバスの時
間が気になりだして、自然と足が早まるが急坂で気が抜けない。やがてバス停が見えたが
間に合わない？！下川さんが走り出してバス停に。親切な乗客と関係者の配慮で間に合い
ました。時間ピッタリ 13:05 でした。私達の後にも 5 人の若者がいてセーフ！
（このバスに間に合わないと最終の 15:30 になってしまします。）
千葉さん・下川さん楽しい山行にお誘い頂き、思いがけない甲斐駒ケ岳に登ることが出来
ました。有難うございました。
記:上原
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伊豆ヶ岳
記：大畑英子
◆山行日：２０１０年７月２５日（日）
◆参加者：Ｌ大木・中島・平野・畑野・大畑
◆コース：正丸駅 8:30～8:40 馬頭観音 9:13～9:18 五輪山 10:25 伊豆ヶ岳 10:40～10:45
古御岳 11:20 高畑山 12:31～12:40 天目指峠 13:27～13:40 西吾野駅 15:30
今回はどんな山行になるのかワクワク気分で６時前に家を出発する。
南越谷駅で皆様方と合流し、６時２７分発の武蔵野線に乗車、車内でのおしゃべりを楽し
みながら予定時刻の８時３０分頃最寄りの正丸駅に到
着。
軽くストレッチをして、いよいよ出陣？照りつく強い
日差しを浴びながら歩くこと十数分山中に入ると沢水
が流れていて、涼感をそそる。
地面もしっとりしていて靴底から柔らかな感触が伝わ
ってくる。
登り始めは多少きついところもあったが、木立の中を
あるいているので日差しも遮られ快適に登る。
時折吹いてくる風が肌に心地よく、思いっきり深呼吸する。
この爽やかな空気を持って帰ることが出来たらいいのになどと言いながら・・・・
休憩タイムや昼食時には皆さん冷えた果物を持参しており私もおいしくご相伴に預かりま
した、御馳走様でした。
昼食後、しばらく歩いていると遠くでカミナリが鳴り出してきて雲行きも怪しくなって来
ました。
天目指峠を下る頃には雨が降り出して来て、一旦車道に出たところで雨具の準備が必要と
なりました。
再び山中に入り子の権現に向かう予定でしたが天候が更に悪化しそうなので山道には入ら
ず車道を歩いて駅に向かうことになりました。
１時間４０分くらい歩いてようやく西吾野駅到着すると休む間もなく電車に乗り込みまし
た。５時３０分頃無事に南越谷駅に戻り、駅近くで軽く打ち上げをしてそれぞれ家路に・・
４月に入会して４回目の山行でしたが、今回も楽しい山行をありがとうございました。
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２０１０年夏の穂高「涸沢合宿」の報告
１、期

日：２０１０年７月２８日(夜)～８月１日

２、場

所：北アルプス穂高連峰涸沢テント場

松浦

剛

３、メンバー：Ｌ，松浦、ＳＬ，浅古、山本、小野寺、鈴木勝、山口裕
４、はじめに
会報「てんとさいと」の初期には合宿を行っているが、２～３年経つと縦走に変化し、
以後大きな山での合宿は行われていないと思う。今回山の会として久しぶりに、テン
トによる合宿を計画してみた。合宿には如何してもテントと生活用品、寝袋、食品を
担ぎ上げなくてはならないので、荷物が重くなり中高年だけでは中々困難がある。し
かし最近では若い会員も入会し、テントを担ぎ上げる原動力が備わってきたので、今
回北アルプスで最も素晴らしいテント場である、穂高連峰の中心涸沢での合宿を計画
した。しかしあいにくの曇天で展望は得られなかったが、楽しいテント生活を送る事
が出来たので、以下に報告します。
５、報

告

７月２８日（水）夜
２０時３０分：谷塚駅に集合し、車２台にて一路信州松本に向かう。
７月２９日(木)
夜中の１時ごろ沢渡の下流の公園の広々としたトイレの中で寝袋に包まり仮眠する。
早朝５時に起床し沢渡に向かう。すでに小雨がぱらついている。沢渡にてマイクロバ
スを一人１０００円にてチャーターし上高地に向かう。
６時００分：上高地着、相変わらずの小雨の中ではあるが、唐松の緑が美しい。
６時４５分：上高地発、小雨の中雨具を身に付け明日の好天を期待し、涸沢に向かう。
７時４５分；明神着、さすがに今回は全員ザックが重く１５ｋｇ以上有ろう。
８時５０分；徳沢着、少し休み昨年同様雨の中うんざりしながらソフトクリームを食
べ元気を出す。雨の中行きかう人も心持元気が無い。
９時１０分；徳沢発、雨は本降りとなり昨年同様になってくる。
１０時１５分：横尾着、３０分ほど休み英気を養いいよいよ涸沢えの登りにかかる。
雨は本降りとなり、対岸にそびえる屏風岩の岩壁もまったく見えない。重い荷物にう
んざりしながら黙々と歩くが、岩の多い道に登りが多くなる。
１２時０５分：本谷橋着、涸沢と横尾谷の水を集めた水量の多い横尾谷の流れを眼下
に見ながらつり橋を渡り、いよいよ苦しい涸沢への高度５００ｍの登りに入る。雨の
中苦しい登りに耐えてやっとの事で涸沢ヒュッテにたどり着き安堵する。
１４時３０分：涸沢ヒュッテ着、小屋に入りしばらくストーブにあたり体を温める。
２０分ほど休み５分ほど先のテント場に着き、降りしきる雨の中テントを設営し、直
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ちに全員ザックともどもテントの中に入りほっとする。しかしびしょ濡れの雨具とザ
ックを始末し、ガスバーナーに火をつけると初めて一息つけた感がする。今日は全員
１５ｋｇ以上の重い荷を担ぎ、雨の中良くがんばったものである。
時間も十分に有るので、早速酒盛りとなる。この天気では明日は奥穂高ジャンダルム
に決定するが、浅古さんの酒と話が盛り上がり楽しい夜を過す。誰に気兼ねをする事
の無いテントの中は降りしきる雨の中でも天国だ。一晩中雨の音を聞く。朝起きると
山本さんの足元に水が溜まっており、シュラフがびしょ濡れとなる。
７月３０日（金）
明け方になり雨もやみ、何とか行動可能な天気とはなるが、涸沢はガスに囲まれ、周
囲の峰稜線は重い雲に覆われている。しかし行動は可能とみてテント場を跡にする。
７時２５分：テント場発、今日は夕べ飲み過ぎて元気の無い浅古さんにテントキーパ
ーをお願いし、濡れた物を乾かしてもらう。今年は残雪が多く、涸沢も雪が多くザイ
テングラートまでは残雪を巻いたり、トラバースしたりして登りつく。
９時００分：穂高小屋の稜線から涸沢まで張り出した岩稜であるザイテングラート末
端に着く。いよいよ本格的な厳しい登りとなるが、涸沢テント場からなので皆元気に
穂高小屋まで登りつくが、小屋の真下まで残雪が覆い、雪の多いのに驚かされる。小
屋でソバを食べ３０分ほど休み、奥穂高岳の山頂に向かう。
小屋の脇から鎖場と梯子場となり、一気に高度を稼ぐ。山稜は濃いガスに囲まれ展望
はまるで無い。
１１時１５分：奥穂高岳山頂着。かな
り寒く全員雨具を着ての登りとなる。
息をすると白い蒸気となり、気温がか
なり下がっている事が分かる。
直ちに西穂高ルートに入り、岩稜を下
るとたちまち岩稜は狭くなり、両側が
切れ落ちたナイフリッジとなる。ガス
で良く下が見えないので、奈落の底に
下りて行く様な気持ちになり恐怖感が
沸いてくる。１５分ほどナイフリッジ
を下るが、幅が１ｍもなさそうなナイフの様に切れ落ちた岩稜は、慣れない山本さん
には厳しいとの事でジャンダルムはあきらめて奥穂高岳の山頂に戻る事とする。
１２時１５分：奥穂高岳山頂に戻る。冷たい空気が山頂を覆い、寒さを感じながら急
いで穂高小屋に戻る。
１２時５５分：穂高小屋着。１５分ほど休みザイテングラートを下降し、涸沢に向か
う。登ってくる中高年の人たちの顔を見ると、疲労こんぱいの感があり我々中高年に
は３０００ｍの山は厳しいようだ。
帰りは涸沢小屋の前を通りテント場の上にある残雪を踏んでテントに辿り着く。残念
ながらジャンダルムは登れなかったが、全員元気に３０００ｍの岩稜を楽しむ事が出
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来た。高山の花も色とりどりに咲き誇っていた。
１５時４５分：テント場着。濡れた物を浅
古さんに乾かしてもらい大いに助かった。
テントに入ると今日も酒盛りとなる。今日
は衣類やザックが乾いているので気持ちよ
く、楽しく酒を飲み話が盛り上がった。明
日はいよいよ東稜の登攀を決めシュラフに
もぐる。
７月３１日（土）
今日も天気は良くない、穂高連峰は完全に
雲の中だ。いよいよ東稜の登攀日となり、
気合を入れるが天気が良くないので何か気持ちが乗らない。
７時５５分：テント場発、テント場の上の残雪を登り、北穂沢の残雪の脇を登るが中々
の急登であるが、北穂沢の残雪から離れるとガラガラな岩の脇を通り、しばらく行く
と鎖場に着いてしまう。どうも私もガスに巻かれた東稜へのトラバースルートを見あ
まった様だ。トラバースルートのある北穂沢をガスの切れ間から見ると、急な斜面の
残雪に覆うわれアイゼンを持たない我々には無理と判断し、残念だが東稜の登攀を諦
める。やむなく南稜一般ルートを登り山頂に向かう。
１０時５０分：北穂高山頂着、ガスで展望は無く北穂高小屋のテラスで昼食を取り、
４５分ほど休み下山する。北穂沢にも山頂直下まで残雪があり、今年は事の他残雪が
多い。
１１時３５分：北穂高小屋発、山頂直下
の残雪を踏み急な岩稜を涸沢に向かう。
途中で足のつった男性に会い、小野寺さ
んが治療を施してあげると、持ち直した
ようだ。
１３時００分；鎖場着、鎖場上でガスの

切れた東稜を眺める事が出来たが、私も
ガスで完全にルートを誤った様だ。東稜
に再チャレンジを誓う。
１４時２０分：テント場着。いよいよ明
日は下山、楽しい午後を過す為に全員で
涸沢ヒュッテに行き、テラスで生ビールをジョッキで飲み涸沢の素晴らしい景色を肴
に大いに楽しい時を過す。夜も心置きなくアルコールに浸り、大いに語り合う。酒は
個人持ちでかなりあったが不足して、３晩で１３０００円ほど涸沢ヒュッテからアル
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コール類を買ってくる始末であった
が、誰も悪酔いもせず楽しく過す事
が出来たのが、合宿の素晴らしさで
あろう。
８月１日(日)
朝起きると快晴の空の下、初めて穂
高連峰の稜線が鮮やかに望まれ、改
めて涸沢に来た事を思う。正面に前
穂の北尾根がゴジラの背の様にギザギザな稜線を聳え立て、後ろには北穂高岳、涸沢
岳，奥穂高岳の３０００ｍの稜線が朝日に輝き，くっきりと大
空に聳えている。
６時４０分：目的の登攀は出来なかったが、楽しかったテント生活に別れ、テント場
を後にする。素晴らしい穂高連峰の観景に見送られ、残雪を踏み涸沢を後にする。
９時０５分；横尾着、今日は屏風岩の垂直な
岩壁が良く望まれ、青春時代を思い出す。
１１時００分：明神着、明神館で昼食の信州
ソバをたべる。今日は朝から韓国の団体登山
者に何組も会い、韓国での北アルプスの人気
のほどがしのばれた。既に明神岳はガスに隠
れ今日も３０００ｍの稜線は雲の中だ。
１１時３０分：明神発、行き交う観光客を見
ると上高地も近い。１２時１０分：河童橋着。

ジャンダルム「あきらめ記」

（涸沢キャンプ 7 月 30 日）
記

山本

理郎

ジャンダルム敗退記を書こうと考えていましたが、「敗退」とはそれなりの挑戦する
気持ちがあり、それに敗れた慙愧の念がこめられているような気がします。そのとき
の気持ちとしては「これはやばい、諦めよう」というのが一番正確な言葉のように思
い題名を決めました。
奥穂高岳までは昨年、南岳からのキレット越えで経験しているので、今年も山頂ま
では何の不安もなく到達できました。天気は昨年と同じ状況でガスかかって周囲は全
く展望が利きませんでした。視界は 50ｍという状況でした。昨年は奥穂高山荘からの
朝立ちで、奥穂山頂では全く疲れを感じていませんでしたが、今年は涸沢からの登り
でそれなりに疲れていたと思います。息は上がってくるし、お腹もグルグルしだし始
めていました。腹に力が入らないというのか、足元が定まらないのが自分で良く判り
ました。馬の背のナイフエッジのような岩場では立って歩くことが難しく。ガスの中
に下りの岩稜が続く辺りで、松浦リーダーにリタイヤーを申し出る羽目になってしま
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いました。
ジャンダルムをリクエストした本人がリターヤー宣言を出したのだから、締まらな
い話になってしまいましたが、これ以上進むのは何かあったら自分だけの問題でなく
皆に迷惑を与えてしまうという事が頭をよぎっていました。いい歳をして冒険する事
もなかろうと。リーダーは全員戻るという決定をしてくれメンバーも同意してくれた
ことに感謝しています。
山頂に戻った頃、お腹のグルグルで便意に耐えきれず、油汗をかきながら岩陰で用
を足しましたが、今考えると体も拒否反応を示したのだろうと考えます。戻る決断を
していなかったらあの岩場でどうやって用を足したかと思うと今でもぞっとします。
ここ 4～5 年は夏の北アを楽しみにしてきましたが、年齢のことを思うと、いつも今
年が最後と思うのですが、来年もまた「無理のないコースなら」なんてその気になり
そうで心配です。
それから、岩場を楽しみにしていたメンバーにこの場を借りて改めて申し訳なくお詫
び申し上げます。

北穂高岳東稜(変更)→南稜登頂記

（ 涸沢キャンプ 7 月 31 日）
記

浅古

敏義

コースタイム
涸沢ベースキャンプ(BC)7:40------------------鎖場 9:10--------------------涸沢岳分岐 10:40
-------10:50 北穂高岳 11:35---------------------鎖場 13:00--------------------14:20 涸沢 BC
前夜は満天の星？であったが明け方は時折テントへの雨音が聞こえる状態で、当初
の６時出発を遅らせることになる。
キャンプサイトにある山岳相談所で聞い
た予報も曇り時々雨であった。
涸沢上部の山々はガスの中、目指す東稜、
北穂沢上部も厚いガスに包まれており、
辛うじて堰堤の形をしたモレーン最下部
が見える状況である。
BC から踏み跡のある雪道を辿り、涸沢
小屋の右から南稜コースに入る。
登路は北穂沢右岸沿いの雪渓を登り下か
ら見えた堰堤形のモレーン横へ、モレーンは黒々とした大中取り混ぜた岩が傾斜を以
って不規則に横たわっている、依然として東稜は見えない。
南稜コースが大きく左に進路を変え難所の鎖場へ向かう手前に、右の北穂沢へ向かう
細い踏跡があり、東稜へのトラバースルートであると認められた。
しかし、L 松浦さんはそのまま一枚岩の鎖場、鉄梯子を登り、北穂沢と東稜の側壁下部が
見通せる場所に至ってしまう。
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其処からの偵察で、北穂沢及び東稜側壁ルンゼへの急峻な雪渓のトラバースは、天候の状
況と併せ無理と判断され東稜登攀を断念、そのまま南稜コースから北穂を目指すこととな
る。
北穂高岳直下の北穂高小屋テラスで軽食、その間大キレット越えのパーテイが続々と上
がってくる。東稜の最後の詰めはテラスの真下を通る石畳であると L.が教えてくれる。
北穂から、定番(写真)となっている槍への山並み及び前穂高岳北尾根の素晴らしい展望は
ガスでまったく無い、しかし、一瞬滝谷上部が姿を現してくれる(私達へのせめてもの慰め
か？)。帰路は涸沢岳～ザイテン下りの希望もあったが、結局は往路を其のまま下る。
途中足を攣らせた若者の手当てを小野寺さんが行って感謝される一幕も。
鎖場の下方北穂沢沿いで覆っていたガスが晴れ、北穂沢及び東稜の全貌が劇的に姿を
現す、ゴジラの背もその鋭いナイフエッジ見せ付けている。
登路で眺め たルートよ り格段に傾 斜の緩い東 稜最低コル へのトラバ ースルート (東稜末端
から最初のルンゼ→上部２俣の右を登る----------この時点では小さな雪渓が２ケ所あっ た
が、例年のこの時期であれば消えているものと思われる)が認められた。
折しもゴジラの背を通過し大コルに立つ二人のパーテイが確認出来る。
あー、ガスが掛っていなければ私達にも十分登攀は可能で有ったであろうと思うと------残念至極である。しかし、ある面東稜登攀への自信を深めることが出来たと思う。
下方、晴れ上がった涸沢カールの景観は、高台にあるヒュッテの赤い屋根、その手前に
立ち並ぶ色取り取りのテント、白い雪渓、そしてバックの緑の北尾根が美しい。
テントキーパーの山本さんを伴ってヒュッテのテラスで、北穂沢、東稜を眺望しながらジ
ョッキ生でカンパーイ！
ほろ酔いの L.が今秋９月のリベンジを約束してくれる、従って今回の(偵察)山行は万々歳
である。

………………………………「一言コメント」………………………… ＊
広大な涸沢カールは素晴らしい、雪渓の多い今年は尚更最高のロケーションである。

＊上高地～涸沢間のザックの重量 15~16kg は今の私には限界である。
雨の山行、特に雨のテント泊は辛い。
＊テント内で飲むアルコールはとっても美味い、だからツイツイ飲み過ぎて
しまう。
＊テントキーパーは一寸忙しいこともあったが、反面ゆったりと涸沢でのキ
ャンプを楽しむことが出来た。
＊横尾～上高地間で多くの韓国人登山者に会う、今後ますます外国人登山者
が増えて行くのであろうか？

日本の山は美し過ぎるからかな？---------。

＊ 帰 宅 後の 数 日 、 腰と 右 手 首(ザ ッ ク を 背負 う 度 に 負担 が 掛 っ てい た せ い か )
が痛くて痛くて参った参ったでありました。
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宝剣岳―三ノ沢岳
●.日

程

● メンバー
● 歩
３日

記：千葉かつ子

平成 22 年 8 月 3（火）－4（水）
L 千葉・小宮・上原・鈴木里・新庄

程
車 松原 5：30―菅ノ台 8：50―タクシー25 分―しらび平―ロープウエー
○
－10：20 千畳敷―12：00 乗越浄土―12：45 宝剣山荘―木曽駒が岳
―14：30 宝剣山荘（泊）

４日
一日目

山荘 6：00 出―宝剣岳―9：10 三ノ沢岳―11：20 分岐―12：20 ロープウエー
千畳敷カールには今が盛りとばかり、所狭しと数種類の高山の花が咲いてい

ました。ゆっくり花を見ながら登り、１２時には乗越浄土に着き、木曽駒ヶ岳に登り
ました。コマウスユマキソーが見られる巻道を進むと、すぐにコマクサ 2 株が自然体
の形で咲き、コマウスユキソーも沢山咲いて
いました。
何度か着た道ですが、ほとんど忘れてしまい
不安でしたが無事に頂上に登りつめる事が出
来ました。お天気は昼頃には山特有のお天気
で、ガスの中かと思えば青空が見えたり、そ
して今にも泣きそうな雲行きに変わったりで
したが雨には遭わずで、14：30 小屋に入りま
した。
一杯８００円の生ビールを、明日のためにと天気が良くなることを祈って飲みました。
二日目

AM3：00 星を見に外に出たら大きな星がいっぱい！

よし今日は天気間違いなし。AM4：00 外を見ると一面の雲海。その中から南アルプスや
富士山が浮き出ていました。
御来光を見に上原さんと伊那前岳に向いました。日の出は 4：50 頃と、先に来ていた
お兄さんに教えてもらいました。一週間ここにいたが、今日が初めてのお天気との事、
私は今日を選んでよかったなーと、そして今日のメンバーに感謝しました。
茜色に染まった雲の中に太陽が顔を出しました。
AM6：00 三ノ沢に向けて出発です。宝剣岳は
木曽駒とは対照的に荒々しく男性的でどこから
眺めても鋭い穂先が印象的でした。
鎖を頼りに移動する
と山頂に登ることが
出来ました。
山頂は狭いが今日は
申し分のないお天気
360 度の展望。
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これから登る三ノ沢岳は緑一色。そして綺麗な稜線。昨日登った木曽駒は丸美みを帯
びていて和らかさを感じさせる形の良い山でした。
空木への中央アルプスの主稜線の山々も手に取るように見ることが出来、南アルプス
から御嶽山と、ここにずっと居たい気分でしたが、下からどんどん登ってくる登山者
に席を譲り先を急ぐことにしました。
岸壁にへばりつくように高山の花が咲いていましたが、見る余裕などありませんでし
た。私はこれが最後になる宝剣岳と思い、岩を楽しみながら一足一足進み無事に三ノ
沢岳の分岐に着きました。
三ノ沢岳は中央アルプスの中では唯一の独立峰であり、今の所三ノ沢岳に直登する
コースはないとの事。三ノ沢分岐から
尾根をたどるしかないコース。
そのため訪れる人も少ないと言われてい
ましたが、今日はそんな山でも入山者が
多いように感じました。
自然が太古のまま保たれているため、
鞍部近くのハイマツは背丈までも伸び、
登山者をも覆ってしまい、迷い道が幾つ
も出来ていました。
足場の悪い岩も枝につかまり「よいしょ」
と声を出してかけ登りもしましたが、南駒ケ岳の擂鉢窪に出たときは辛さも忘れるほ
ど沢山の高山植物が咲き癒されました。
中央アルプス一の規模で咲くというだけあって、アオノツガザクラの大きな群落や
アズマイチゲやハクサンチドリもあり得した気分。
一登りで頂上。此処も３６０度の展望を望むことが出来ました。
想像していた以上に嶮しい所もありましたが、晴天の中ハイマツの緑
所々に咲くチングルマやコイワカガミなどに癒されての山行。
最後はヘトヘトにもなりましたが、皆さん来れて良かったと言ってくれましたので
私は大満足！「三ノ沢岳バンザ～イ」

皆さんお疲れ様でした。
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小田代原（奥日光）

1,431ｍ
記：鈴木宮子

■日

程

平成 22 年

8月

8日

■メンバー

L 鈴木宮・大畑

■コース

草加駅 5：26―東武日光駅 7：37－タクシーー竜頭ノ滝上 8：20
－石楠花橋 8：30－弓張峠 9：50～10：00－泉門池 11：00－小田代橋 11：20
－光徳入口 11：50－光徳牧場 12：30－アストリアホテル♨12：45－バス
―東武日光駅 15：01－草加駅 17：30

駅前で、ワゴンタクシーのドライバーさんから、「バスと同額で乗り合いで如何です
か?バスより早く着きますよ～」と言われ、当たり前と思いつつ、口車に乗せられて
志津小屋コースから男体山に登るグループと途中まで行き、無事バス停にて下車した。
・・・思い出した。聞き覚えのある栃木訛り？6 月の地図読み山行（熊の方が逃げした
事件）の際、日光駅で園木さんを口説いた主。それは良しとして、運転中ずーっとお
しゃべり。とうとう目的地到着まで気が気でなかったのは私だけ?（せめてイロハ坂は
よそ見しないでくれー。
さて、滝上に到着。涼しーい！！

とにかく涼しいのである。石楠花橋を渡り木立

ちをぬけ、小田代原が見えた頃、ハイブリットバスが減速して通り過ぎて行った。バ
スの 中 から でも ホ ザキ シモ ツ ケの 淡い ピ ンク の花 が 見え ます か?聞 きた い 程の 群落 に
心を癒され、又道端の可愛い花に元気をもらってルンルン気分だ。
弓張峠で小休止の後、小田代橋へと木道を進みながら、男体山が見えてきた。・・・
お天気は心配ない様子。あのご一行はどの辺りかとふと思った。
そうこうしていると人の声がする泉門池に到着。独り占めにしたい様な涼しさと水
の美しさに又元気をもらった。ここから湯滝へ向う計画を、わたしたちと逆コースで
歩く人があまりに多く、コースを変更し、戦場ヶ原を横断。光徳沼から牧場に立ち寄
り、搾り立ての美味な牛乳を味わい大満足。ついでに一昔前、大勢でクロスカントリ
ースキーに行った光徳温泉で日帰り入浴まで楽しみ、ホテル前からバスで日光駅へ。
お天気さえ良ければ毎週行ってみたい。奥日光はサイコー！！
大畑さんご参加ありがとう。楽しかったですネ。
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千枚岳・荒川三山・赤石岳
記：長田
◆山行日：2010 年 8 月 12 日（木曜日夜）～8 月 16 日（月曜日）
◆メンバー：L 園木、松田、長田
◆コース：一日目：椹島 8.20
二日目：千枚小屋 7.10
小屋 13.20

（敬称略）

水場 12.20-35
千枚岳 7.50-8.10

千枚小屋 16.10
荒川東岳（荒沢岳）10.00-05

三日目：小屋 6.40－赤石岳 9.50-10.20

赤石小屋 13.15-13.40

荒川
椹島

17.20
うんざりする暑さの自宅に戻り、先程迄いた山の道具の片付けと簡単な晩酌が終わっ
て、屋上で汗ばみながら夜空を見上げていると、あれだけ辛かった稜線上を既に懐か
しく思い出していた。土砂崩落による路線バス運休で計画コースの変更、台風接近で
日程変更と出発前から波乱含みだった。
前日夜及び初日
ナビの誘導で畑薙第一駐車場に着く筈が何故か寸又峡に着いて一同唖然…道を間違え
たと戻りナビのリルートを辿ると落石通行止の林道!?Ｕターン出来ずにバックで戻り
何とか畑薙第一駐車場に到着。明日からの山行成功を祈り乾杯後車中泊。夜半にトイ
レに行く時に見上げた夜空にはたくさんの星が見えていた。
翌朝は晴天！朝食前に園木Ｌの機転で一番の臨時便に乗車が出来た。椹島到着後簡単
な準備を済ませて出発、台風一過の青空が続く事を信じて暑い中、テン泊装備と酒が
切れたら下山との掟なのでウィスキーと行動中の水を担ぎ標高を稼ぐ、明日以降縦走
する千枚岳や荒川三山に赤石岳を見ながら仮設営業の千枚小屋に到着。お花畑の綺麗
なベンチにて小屋で買ったビールで乾杯！園木Ｌの実験山食の魚介系焼豚つけ麺を美
味しく食し、松田会長の新品テント内で軽く呑み直して就寝。魚介系焼豚つけ麺は採
用らしい。
夜半にフライを叩く不吉な雨音を聞くが聞こえ無い振りをして寝直す。外の夕飯のゴ
ミの匂いに誘われたのか狐か狸？の夜間訪問に松田会長が気付いてゴミを回収したと
ころ他のテントへ訪問していったようだ。そう言えば星空は見えなかった。今思えば
13 日の金曜日か…
二日目
外を見るとガス。昼には晴れるだろうとカップ力うどんの朝食を摂り、雨具を着込み
雨露で重くなったテントをザックにしまって出発。ザックが重くなり苦しい。千枚岳
に着く頃にはガスだけでなく雨迄降り始めて来た。北からの風も強まる中、東岳を目
指す。濡れた岩場が多くなり慎重に歩くが時折立っているのも辛い様な強く吹く風と
慣れない重いザックのせいでバランスを崩し滑りそうになる。怖いと感じた所では、
自分でも動きがギコチナイと思ったので改めて恐怖感というのは動きを鈍らすのだな
と変に感心した。辛い環境の中を登ったが、東岳でもガス。更に中岳へ行くが何も見
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えず、中岳非難小屋にて休憩する頃には冷えたのと展望の無さに疲れも増し最終泊に
使う予定の小屋泊をずらす事に。
前岳の頂上に行って戻り荒川小屋に向かいます。何とか心が折れる前に到着し手続き
をして離れに有る立派な小屋に入ると 1 階に男性 2 人組、2 階にカップルが居たので
我々は 1 階へ、後から来た女性 3 人組は 2 階に寝床を決める。着替えたり片付をして
寝具の用意もしたりすると、やることが無いので宴会へ突入！なし崩し的に男性 2 人
組とテーブルを囲み、話を聞くと二人は御殿場山岳会の方で、富士山での遭難救助の
話や焼失前の千枚小屋の話等も聞けて楽しいお酒でした。お二方も昨日の千枚ではテ
ントで、狐か狸の訪問を受けていたらしい。晩御飯は無難な定番メニューのカレーラ
イス。夜空はガスで白い
三日目
外を見るが今日もガス、でも雨は上がっている！私も園木Ｌも昨日一昨日で各自担ぎ
上げた酒は全て飲んでしまった。園木Lの山の掟では今日下山になるのだが？朝食はフ
ルーツグラノーラのスキムミルク蜂蜜がけ。残念ながら不採用のようだ。私の行動食
はフルーツグラノーラだorz

小屋を最後に出発する。

昨日と違う南風なので、期待して歩を進めるがガスは晴れずに雲のようになっていく。
風の強さも昨日と変わらないし空も暗くなってきた気がするうち小赤石に到着したが、
何も見えない視界 10 メートルと云う所か？風景が見えないと頂上にいる時間は極端に
短くなるんですねぇ。その後赤石岳に到着しても変わらず、しょんぼりしていると雷
鳥を発見！親に雛が 2 匹付いてチョコチョコと動き回り餌を探して歩いている。動き
が滑稽で可愛いかった。早く着いたので非難小屋に寄る事に。
小屋に入ると昨日の女性 3 人組が、これから百間洞に行くと言い入れ替わりに出て行
った。「むさい男だけになったな」と言った人懐っこそうな小屋番さんと話していると
赤石岳と言う、空の一升瓶を手に「昨晩は日本酒一升空いた。これは度数高いけど口
当たり良いよ」と言っている。昨日で酒を飲み干した私が内心良いなと思っていると
見透かされたのか「椹島には生ビールと赤石岳(酒)もあるよ」との一言。今日は赤石
小屋泊の予定だったが、まだ時間は早いのでさっさと降りれば 17：00 くらいには着く
のではと考えると風呂に入って生ビールが頭から離れなくなり、園木Lや会長に聞いて
みる。そうするかとの返事。急遽宿泊地変更決定。取り敢えず赤石小屋に向けて出発。
赤石小屋で昨晩ご一緒した御殿場山岳会のＳさんとＨさんに挨拶をして後ろ髪引かれ
ながら下山を開始する。悔しい事に標高を下げるに従いガスは晴れて来る。園木Ｌは
「赤石岳は 2 回目だが又ガスで駄目だった」と悔しそうだ。下がる標高と引き換えに
ドンドンと気温が上がり汗も吹き出て益々風呂と生ビールが恋しくなる。暑さにグッ
タリした頃に木々の隙間から林道を発見し、後もう少しと言い合い赤石岳登山口へ下
山。
テントは面倒だとの事で再びの小屋泊に。ザックを降ろすと体が浮くような感じで妙
に軽い！小屋に行き、場所取り後に風呂へ。4 日振りの風呂は洗ってもなかなか泡が立
た無い。湯船につかると肩口が沁みる。ふと見るとショルダーベルトの辺りが赤くな
っていた。そう言えば鏡で自分を見るのも４日振りかなと鏡の中の無精髭の自分に「お
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疲れさん」と挨拶をする。サッパリしてレストハウスのベンチで生ビールにて「カン
パーイ」。夕食はパスタアラビアータ！これは採用らしい。もう少し飲もうかと思った
所で消灯になり、ヘッデンで頑張っていたが廻りも居なくなるし何より羽虫の襲来が
凄くなったので撤収。小屋に戻ると寝息にイビキで飲んでいる人は居ないので、その
まま就寝。リーダーは明るい所で飲み足すと出て行った。さっきまで 3000mの所に居た
のに今は 1000mソコソコかと考えていると眠りに落ちていた。トイレに起きた時に見上
げた夜空は星が一杯だった。チキショウ！
四日目
晴れ、私はアルファ米 1.5 人前に塩こぶと味噌汁に魚肉ソーセージ炒めの豪華使用。
会長はスープにパンとレストハウスのコーヒー。園木Lは焼津お魚センターに照準を合
わせているのかアルファ米半分を私にくれて塩こぶと味噌汁しか食べないようだ。
朝食後片付けをしテントを乾かしてバスの出発時間を待つ。天気が恨めしくなり愚痴
が少々出る、今日入山していく人たちが正直羨ましかった。
時間になりバスに乗り込。、運転手さんが昨日はガスの中だった赤石岳の見えるスポッ
トで停まってくれてしばし撮影タイム。色々説明してくれる運転手さんだったので退
屈せずに景色を眺める事が出来たが落石がバスの屋根を突き破り乗客が怪我をしたと
の話を聞いてからは、眺めるというよりは監視するという見方になった。
無事落石を受けずに駐車場に到着して下山届けを出して車に乗り込み、焼津お魚セン
ターへ！何故か又しても道に迷い、若干遠回りして到着後お目当てのマグロ丼を食し、
旨かった。
帰路の車の中で、山行前の例会後の飲み会にて園木Ｌが「今回の山行は男 3 人珍道中
になるかな？」と言っていた事を思い出した。コース変更に日程変更もしたのに肝心
の稜線上ではガスに風に雨と 3 重苦で風景は白く、ただピークを踏むだけになりテン
ト泊の筈が小屋泊の方が多くなり、行き帰りの道をナビが間違えたのは確かに珍道中
だったかなと車の中で一人ニヤニヤしてしまった。稜線上で何も見えなかった代わり
に、終始足元を見ていたのでふるふると揺れる可憐な高山植物をたくさん見る事が出
来、尚且つ園木Ｌと会長が花を教えてくれたので何種類かを憶えられたのと雷鳥親子
を見られたのが今回の収穫です。
松田会長、今回の山行だけの為では無いとの事ですが新品テント快適でした。園木Ｌ
には食料・燃料計画にコース設定及びコース変更に日程変更等色々とお世話になりま
した。私も計画を立て、更に柔軟な変更にも対応出来る様に精進してまいります。
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「日本百名山」について
１、

松浦 剛

日本百名山とは

「日本百名山」は 今や中高年登山者のバイブルとなっている。
かって日本には多くの霊山があり、江戸時代から日本人が宗教登山として、また遊山として山
登りを楽しんでいた。日本百名山の後書きに深田久弥氏も書いているが、中でも江戸時代文
化九年に出版された谷文兆の「日本名山図会」はそれを代表し、９０座の名山が描かれており、
現代の「日本百名山」も２6 座ほど含。他に寛政年間に出版された橘 南渓の「東遊記」にも名
山論あり９座の名山を書き出している。

文化九年出版「日本名山図会」

寛政年間出版「東遊記」
日本名山図会より「立山」の図

しかしこれら江戸時代の名山は現在の「日本百名山」に取って変わられた。
「日本百名山」とは作家「深田久弥」氏個人の「名山に対する考え方」を元に決定さ
れ、深田久弥氏が日本の名山として山岳雑誌に連載したもので、日本全土に対し名山
を決めたので、絶対値には偏りがある。
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日本百名山の分布図（初版、日本百名山より）
それでは「日本百名山」を決定し書物として発行した深田久弥氏とは如何なる人物で
あろうか。深田久弥氏が書いた本を通して人物像を追ってみます。
２、深田久弥とは
２－１、生い立ち
明治 36 年（1903 年）
：石川県加賀市に 6 人兄弟の長男として生まれ、家業は紙を商い
印刷業も営んでおり、作家「深田久弥」の生家に相応しい。
大正 11 年（1922 年）：19 歳、東京の第一高等学校入学。文学と山に熱中し、同人雑
誌などに投稿して山にも登っていた。
昭和 1 年（1926 年）：23 歳、1 年遅れて東京帝国大学哲学科入学。ここでも山
と文学に明け暮れ、特に文学では才能を認められ「改造社」の編集部に採用され、
学生でありながらサラリーマンとなる。
２－２、文学者としての道を歩む。
昭和 5 年（1930 年）：27 歳で大学を中退し文学を目指し、改造社も退社、作品
を投稿していた北畠八穂さんと生活をともにし、貧乏生活に入る。（昭和１５年入
籍）

以後深田久弥の小説は新鮮な感覚の作品として、井伏鱒二、川端康成な

どの先輩に評価され賞賛されるようになり、作家として自信を深めていく。
＊昭和１０年（193５年）：に出版した「津軽の野ずら」
が大評判となる。しかし この作品が後世まで深田久弥を悩
ませる元となる。

＊戦後「津軽の野ずら」と云う小説は北畠八穂さんが書
いたものを、深田久弥の名前で出版されたとの噂が出る。
これについて深田久弥は一言も弁明しては居ない。親し
い友人の考えでは競作の可能性ありと言っている。戦後、
北畠さんは深田久弥と別れた後に「津軽の野ずら」は自
分の作品だと言っている。誠実な深田さん唯一つのスキ
ャンダルである。（この事があってか深田さんは戦後に
は小説を書かなくなるが、自分に実に誠実な人だと考え
られる）
小説「津軽の野ずら」見開き
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２－３、流行作家の仲間入りと山の本。
昭和 9 年（1934 年）：それまで発表した山の文章を「わ
が山山」と題し山の本を始めて出版する。以後山の本は
「山岳展望」「山の幸」「山頂山麓」「山岳紀行」の４冊
を戦前に出版している。
これらの本はいずれも後年の「日本百名山」の
文章形態が出ており、一つ一つの山を丁寧に描いている。
深田さんの本は随想系の物はあまり無く、もっぱら山に登
った感想や歴史など、対象の山その物を人物を描く様に描
くことを目指している様だ。

「わが山山」の初版本
昭和 11 年（1936 年）以降「鎌倉婦人」「知と愛」「春蘭」
「蒼猪」などを出版し流行作家の仲間入りをする。作品
は良く売れ、中には教科書に採用された作品もあった。
戦前には小説を１９冊出版する。（戦前は作家として鎌
倉に住み、小林秀雄や今日出海なを誘い、スキーや山登
りを行い、健康的な作家として活躍したが、周囲の作家
は迷惑がっている。）
昭和 16 年（1941 年）：38 歳で 1 高時代見初めた「木庭
志げ子」さんと再会、人生の問題点を抱える。（道なら
ぬ恋となり、カリエスを病む北畠八穂さん大いに怒る。）
昭和 17 年、志げ子さん「森太郎」を出産し北畠
昭和 12 年初版本「鎌倉婦人」

八穂さんとトラブルとなる。
３、戦後の活動と活躍
昭和 20 年（1945 年）：中国戦線より復員する。昭和
22 年（1947 年）：44 歳、志げ子
夫人と婚姻届を提出し正式に結婚生活に入る。志げ子
夫人と結婚後は故郷の石川県に戻り、文化人として質
素な生活に入る。昭和 45 年に出版された「きたぐに」
と言う本に当時の生活ぶりが書かれている。本人もこ
の本の中で描いているとおり、深田さんにとって鎌倉
時代を思うとまさに作家として都落ちの感が深い時
代である。
昭和２６年から山登りも再開し「おちこちの山」を
出版する。

昭和 26 年初版本「をちこちの山」
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３－１、ヒマラヤの深田として有名になる。
昭和２７年、フランスの登山隊が人類初の８０００ｍ峰「アンナプルナ」の登頂に成
功する。この記録を読み大変感動し以後ヒマラヤに熱中し、ヒマラヤノのあらゆる文
献を 世界 の 古書 店か ら 取り 寄せ て 、
読みふける。
以後「ヒマラヤの深田」として有
名になり、ヒマラヤを目指す多く
の登山家が深田さんを訪問し、深
田邸は著名な登山家でにぎわうよ
うになる。

昭和 29 年初版
処女峰アンナプルナ

昭和 27 年英文初版 ANNAPURUNA

4、深田久弥ヒマラヤに
昭和３３年(１９５８年)、自らがヒマラヤに行かなければ人生が終わらないと思うよう
になり、医者「古原和美」、写真家「風見武秀」、画家「山川勇一郎」、作家「深田久弥」
と言う芸術家集団で平均年齢５０歳以上と言う過去に例が無いロートル登山隊がヒマ
ラヤに入る。この深田ヒマラヤ隊の最大功績は山に登ることではなく、個人で 100 万
円以下でヒマラヤに行ける事を実証した事であろう。昭和 30 年代の初めは８０００ｍ
峰が登りつくされたが、まだ８０００ｍに近い未踏の高峰があり、これらの山を大規
模な遠征方式でアタックするので、多くの登攀隊員と物資が必要となり数千万円の費
用がかかり、寄付金や多くのスポンサー無くしてヒマラヤには行けなかった。こうし
た中でわずか 4 人の年取った隊員のみで個人的にヒマラヤに行くことなど誰も考えも
しなかった。この隊の命名には色々議論があったが「ジュガール、ヒマラヤ探査隊」
と名づけられた。
５、「日本百名山」の誕生
昭和３４年（１９５９年）：ヒマラヤから帰り、改めて日本の山の美しさを思い、かね
てより考えていた「日本百名山」を書くことを思い立ち、山岳雑誌「山と高原」に「日
本百名山」を連載し、２年半ほど掛けて完成する。戦前に深田さんは登山を始めてか
らかなり初期に「日本百名山」を書こうと考えたようで、昭和１５年には山岳雑誌「山
小屋」に日本百名山を２０山ほど連載しやめた事がある。なぜやめたのかは定かでは
ないが、おそらくまだ多くの山を登っていなかったので、日本の百名山を絞り切れな
かったのだと考えられる。なぜならば昭和 34 年に山岳雑誌「山と高原」に連載し始め
た時も、まだ百名山全てには登っていなかったので、心に描いた百名山の幾つかを登
りながら原稿を書いていた事が知られている。
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昭和 15 年発行の山岳雑誌
「山小屋」の 4 月、5 月号に
掲載されたもの

昭和 15 年に「山小屋」99 号に掲載された「日本百名山」の記事内容
昭
昭
昭和３４年の山岳雑誌
「山と高原」３月号
「日本百名山」連載の
第一回目の記事
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５－１、「日本百名山」初版発売、読売文学賞を受賞。
昭和３９年（１９６４年）「日本百名
山」刊行。読売文学賞「評論、伝記」
の部を受賞する。これまで文学賞に
縁の無かった深田久弥氏にとっては、
始めての「文学賞」であり大変喜ん
だようである。
昭和 39 年初版本「日本百名山」の
箱写真と表紙

５－２、深田久弥氏の｢日本百名山｣の選定条件
「日本百名山」という本の「後記」には名山の条件を以下の如くに記している。
第一は山の品格である。誰が見ても立派な山だと感嘆するものでなければならない。
第二に、私は山の歴史を尊重する。昔から人間と深いかかわりを持った山を除外す
ることは出来ない。
第三は個性のある山である。個性の顕著なものが注目されるのは芸術作品も同様。
付加条件として１５００ｍ以上という線を引いた。（筑波山，開聞岳は例外とした）
６、おわりに
昭和４６年（１９７１年）最後の著作に当たる「山頂の想い」
を構成して３日後の３月２１日、「茅が岳」登山中に深田さ
んは６８歳で黄泉の国へ旅立たれました。２０１０年、現在
生きていれば１０７歳である。深田さんが最も力を注いで書
き上げた本が「ヒママラヤの高峰」である。それまで集めた
ヒマラヤの文献を総まとめした本と言って差しつかえ無い
と思います。戦後苦しい時期を乗り越え、ヒマラヤの文献に
心血を注ぎ、ヒマラヤに行き日本の山の素晴らしさを感じ、
「日本百名山」をまとめ、山男として作家として名を残し、
多くの人に愛された深田さんは幸であった事と思います。心
遺作となった
山頂の想い

よりご冥福をお祈りいたします。
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昭和４８年初版「ヒマラヤの高峰」全３巻と死後発刊された「ネパール・ヒマラヤ」
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記：磯川

剛

●期日：２０１０年８月１５日（日）～８月１８日（水）
●メンバー：Ｌ磯川・他一名（会員外）
●コース：（16 日）白谷雲水峡 6:00→7:30 もののけの森→ウィルソン株 12:00
→14:20 縄文杉→新高塚小屋 16:00（テント泊）
（17 日）新高塚小屋 6:00→8:40 平石→宮之浦岳 10:10→12:20 花之江河
→13:30 淀川小屋→14:00 淀川登山口→14:30 紀元杉（バス停）
今回の屋久島への旅は「歩く」ことを存分に楽しむことができた旅になった。本来、
頂を踏む事よりも森の中を歩くことが好きな自分にとって、宮之浦岳までの道のりは
至福の時間であった。
屋久島に入り２日目、民宿よりタクシーにて白谷雲水峡入り口へと向かう。運転手
さんから、今はこの島ではヤクシカ、ヤクざるが人間より多いとの話を聞き、屋久島
の特異な自然に胸をときめかせた。白谷雲
水峡はこけの森が美しい道である。木や岩
はみずみずしいこけに覆われていて、歩き
ながらつい、なでなでしてしまう。途中に
「もののけの森」という、映画「もののけ
姫」のイメージとなった森が広がった。深
く、静かで美しい。声が出なかった。
その後トロッコ道に合流し、ウィルソン株へと向かう。途中ヤクシカが度々顔を出
した。小さな鹿でかわいらしい。出会ってもこちらを気にする様子がないところがい
い。ふと周りを見ると、木々が大きいことに気が付いた。その中でも杉の木は一段と
大きい。「屋久杉」とは樹齢千年を越えたものを言うらしいが、そのような木が所々に
幹を伸ばしている。まるで自分の方が小さくなってしまった感覚になる。
ウィルソン株に着き株の中をのぞき込むと小さな祠が祀られていた。手を合わせ、
中を流れている湧き水から水をくみ、ラーメンを食べた。
ここより道が険しくなった。テントを背負っている肩がつらい。そして上から下り
てくる団体客をやり過ごすのにも時間がかかり、なかなか前
へ進めなかった。途中の巨木群がそんな自分の背中を押して
くれた。
その後、きれいに整備されているデッキや柵に囲まれてい
る屋久島の主が現れた。縄文杉だ。昼過ぎとあって、日帰り
の登山者もいなく、思う存分対面できた。何千年とただそこ
にいるだけの存在に人が皆、感動をしてしまう気持ちが理解
できた気がした。
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そしてさらに登り、新高塚小屋へ到着。きれいな避難小屋で中は満員になりつつあ
った。せっかくの屋久島なのだから森の中で寝たいとテントを持ってきて正解であっ
た。夜には星が美しく見えた。明日の天気を約束してもらったようでうれしかった。
次の日、軽く朝食を済ませ６時に出発、宮之浦岳を目指した。森林限界を超えると
笹原が広がった。巨木の世界が終わり、屋久島がまた違う表情を見せてくれた。道は
とても歩きやすく、あらゆるところに湧き水が流れている。どこから来る水なのだろ
うかと不思議に思いながら足を進めた。
宮之浦岳に着くとそこから種子島など多
くの島が見えた。その景色は今自分が島に
いることを思い出させてくれた。周りには
不思議な形をした岩がゴロゴロ転がってい
た。島を形成する花崗岩（屋久島もでっか
い花崗岩である）が風雨に浸食されてその
ような岩の形になったらしいが、どう見て
も人為的に手を加えたようにしか見えない
岩もありおもしろかった。
下山途中には花の江川と呼ばれる湿原もあったが水は少な目であった。考えてみれ
ばこの３日間雨が降っていない。１ヶ月に３５日雨が降ると言われる屋久島なのに。
少し雨で濡れた森も見たかったが、今度テントを担いでいない時の楽しみにしようと
思う。
その後バスの時間も迫っていたため早足で降りた。淀川小屋に着くと、そこはきれ
いな避難小屋であった。今度屋久島に来たときには、ここを始点にして逆ルートで行
くのもおもしろそうである。
屋久島の山の中での２日間は自分にとってかけがえの無いものとなった。今は宮之
浦岳周辺以外にももっと屋久島のことが知りたい衝動にかられている。たぶん数年後
にまた屋久島を訪れることになるだろう。その時、屋久島に対する感じ方が今の自分
とどのように変わるか今から楽しみである。
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三斗小屋温泉

－那須岳周遊コース－

8/21-22
記：沼田真澄

参加者：Ｌ沼田、磯川、山口(敏)、山口(裕)
ルート：一日目 8 月 21 日

6 時間 20 分

約 12 キロ

峠の茶屋駐車場 8:00→峰の茶屋跡 8:40→朝日岳 9:15→10:20 三本槍岳 10:50
→11:25 鏡ヶ沼(昼食)11:55→大峠 12:55→14:20 三斗小屋(煙草屋)
二日目 8 月 22 日

7 時間 50 分

約 17 キロ

三斗小屋 6:10→三斗小屋宿跡 7:00→沼原湿原駐車場 9:05→白笹山 10:35→
11:15 南月山(昼食)11:45→日の出平 12:05→牛ヶ首 12:15→ロープウェイ登山
口 12:40→13:05 茶臼岳 13:20→峰の茶屋跡 13:40→峠の茶屋駐車場 14:00
三斗(さんど)小屋温泉とは、那須連峰朝日岳の北西に派生した稜線を下った、標高約
1,460ｍの高所に湧く山のいで湯。奥州信夫郡信夫村の生島某により康治元年(1142 年）
に、発見されたと伝えられる那須最古の湯で、約 800 年の歳月に渡って滾々と湧き続
けている。名前の由来は二通りあり、三斗小屋温に行くには山越えしかなく、その為
三斗俵しか運べなかったからと云う説と、米を三升食べる間に病気が治ることから三
升が三斗になったとも伝えられる。温泉の泉質は単純温泉。湯は無色透明無味無臭。
那須岳は、東北地方の中央部を青森県から栃木県にかけて南北に延びる奥羽山脈の南
端に位置し、広い裾野を持つ成層火山で、最高峰は三本槍岳の 1917m。主峰である茶
臼岳は現在も蒸気と火山ガスを盛んに噴出している。茶臼岳以外の山はすでに噴火活
動を終えている。
一日目：那須に着くと空は雲に覆われていたが、峠の茶屋駐車場まで行くと雲はなく
なっていた。最初は、ゆっくりペースで行こうと考えていたが、久しぶりに背中が重
くないので気持ちがよく、ササッと歩きすぐに峰の茶屋跡に到着。暑かったので、こ
この強風が癒しの風に感じた。もしかしたら冬もこのルートで登れるかも・・・など
と話しながら行くと、すぐに朝日岳に到着。天気がよく、眺めが最高。山頂から見下
ろすと、低い位置で綺麗に雲海が広がっていた。朝日岳を降り、三本槍岳へ向けて出
発。ここからはそれ程高低差がなく、ゆったりとした道で気持ちよく歩ける。熊見曽
根を左に見、清水平を通過し、三本槍岳に到着。そこには、立派な山頂標が建ってい
た。去年登ったときにはなかった。山頂までの登りの丸太の階段も、去年はなかった。
登山客が増えているのだなあと考えながら、少し休憩。山口(敏)さんから、職場で採れ
た葡萄を頂く。山でのフルーツは、格別だ。そこから、山頂から北西にある爆裂火口
湖「鏡ヶ沼」を目指して、300ｍ降る。稜線上は急な降りで、狭い登山道のすぐ脇にと
ころどころブラックホールが口を開けている。右足をとられ、転びそうになった。し
ばらくすると、太陽の光で反射した美しい沼が見えてくる。その稜線から西に降る。
その降りは、かなり急で、斜面を抉ったトイ状になっており、大木が横たわっていた
りして、アスレチックみたいな道だった。そして、鏡ヶ沼に着き、昼食をとる。沼に
は、おたまじゃくしがうじゃうじゃといた。周りには草花が生えており、蜻蛉や蜂が
飛び回っていた。ほのぼのとゆったりとした時間を過ごし、大峠へ向けて出発。ここ
から熊の出そうなエリアに入るので、熊の出現に備えてストックを使用した。ゆるや
かに降って登り、大峠に到着。ここからは 150ｍくらい一気に降り、ゆっくりとその分
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を登り返す。その間、3 回川を渡るので、水が補給できる。その反面、熊の出現や、ぬ
るりひょんに注意する必要がある。ぬるりひょんの餌食になりそうになりながらも、
冷たい水で体を潤し、無事に分岐へと辿り着く。ここから、5 分程で煙草屋へ到着。チ
ェックインをすると、本日は 70 人と多いので別館へと案内された。相部屋かと一瞬危
惧したが、一部屋使用できたのでよかった。荷物を降ろし、すぐさま露天風呂へ向か
った。思ったより混んでいなかったのもあり、気持ちよく体の汗を流すことができた。
そして、風呂上りの酒。ふー。夕食は、16：30 から。人数が多いので、食堂は一杯。
食事のメニューは、天ぷらの品が変わっていたのと、味噌汁がソーメン汁になってい
た。部屋に戻り、酒盛り。磯川さんは、冷凍枝豆を保冷剤とつまみで持ってきていた。
いいアイデアだ。就寝まで、風呂＆酒盛り。内風呂は、温泉を飲みながら柔軟体操を
して堪能。露天風呂は、雲が出ていて日没が見れなくて残念だった。夜になると、月
や星がでて綺麗だったが、眠気があったために露天風呂で眺めずに、就寝～。
2 日目：出発前に朝風呂に入る。三斗小屋温泉は山間にあるので、日の出は拝むことが
出来ないが、5 時にもなるともうライトは必要がない。私がお湯に浸かっていると、徐々
に人がやってきた。やっぱり、山で朝に温泉の露天風呂に入るのは最高だ。朝食は 6：
30 からなので、6 時出発の私たちは前日に宿の朝弁当を受け取っていた。さて、出発。
三斗小屋宿跡までは、ずっとゆるやかなのでササッと降った。平らな宿跡を通ってい
ると、南から 1 組のパーティーがやってきた。ヘルメットなどの装備を持っていると
ころをみると、どやら沢登りをするらしい。その後にも、2 組とすれ違った。井戸沢で
沢登りをするとのことだった。朝食は、麦飯(ばくはん)坂の前の川辺で食べた。そし
て、その坂を長く登り、沼原へ。沼原湿原は、残念ながらこのときは通行路を工事し
ており、見ることができなかった。駐車場を通って、白笹山へ。山頂までは、ひたす
ら登り。気温も熱く、日差しも暑く、喉が渇く。時折、風を感じれるポイントで涼め
ると一息つけた。白笹山は、笹の中に山頂があり、展望がなかった。すぐさま南月山
へ向けて出発。ゆるやかに降って登ると、南月山。目の前に、茶臼岳がどっしりと佇
んでいる。ここで昼食。朝弁当のおにぎりを口に入れると、口の中に張り付いた。水
分がかなり不足していることを自覚した。そこから、日の出平を通り、噴煙が見える
牛ヶ首へ。ここまで来ると、登山者が多い。そして、ロープウェイの方へ廻り茶臼岳
に登る。20 分程で登ったので、かなりしんどかった。山頂の温度計は 22 度だったが、
日差しが強く暑かった。ここからは、もう降るだけな
ので、楽にササッと駐車場へ到着し、無事完歩。帰り
は、川に流れる温泉として有名な大丸温泉へ行き汗を
流した。初めての会山行のリーダーを仰せ付かったの
で、5 回泊まっている三斗小屋温泉に場所を決めまし
た。ルートも裕くんにお任せしたりと、リーダーとし
てちょっとした道案内くらいしかできず、いたらない
点は多かったと思います。徐々に改善して行きますので、これに懲りず、またよろし
くお願いいたします。皆様、ありがとうございました。そして、お疲れ様でした。最
後に今度は、近いうちに那須エリアの沢登りに行きましょう！
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会津丸山岳の夏季「大幽沢東沢」よりの登山

記録：松浦 剛

１、期 日：２０１０年８月２７日(夜)～２９日
２、ルート： 黒谷川～大幽沢～東沢～右股～丸山岳
３、メンバー：Ｌ，園木、山口、松浦
４、はじめに
今年の５月残雪期に会津丸山岳に登ったが、その時既に夏季に沢より会津丸山岳に登
る事を決めていた。１年に２度丸山岳を春の残雪期と夏季に沢より登る事を、この登
山の発案者である園木さんは重要視していた。夏季の沢よりの登山を２日でやる事は、
長い沢歩きと沢登りをした後、稜線近くの藪漕ぎ、そして山頂より一気に藪を漕ぎ、
そして長い沢の下降をして下山する事は大変だとは想像していたが、現実、実に厳し
い登山であった。６８歳の私としては、思い出に残る登山が出来た事に大変満足して
いる。
５、記

録

８月２７日(夜)

２１時、草加駅西口集合、直ちに東北高速を利用し、会津に向かう。

８月２８日(土)１時３０分、黒谷川の大幽沢出合登山口着、直ちに車中で睡眠をとる。
５時００分、起床、空は既に明るい、直ちに朝食をおもいおもいにとり、出発の用意
をする。空は明るく晴れ上がり絶好の登山日和となる。
６時１０分、登山口発。作業用に作られた橋を利用し黒谷川の対岸に渡り、大幽沢に
入るが、上流の砂防ダムの工事用に作られた作業道を登り降りして大幽沢の砂防ダム
に向かう。
道は実に粗末で急斜面に付けられた道は削れて、２０～３０ｃｍほどの幅しかない所
もあり、安全ロープまで付けられていた。
７時１０分、砂防ダムに着き、いよいよ大幽沢の大きな川のような沢筋に入る。
８時１０分、西沢との合流点に着く。
此処で今回の登山で会った、たった１
パーテー２人に会う。我々は左の大幽
沢東沢に入り沢を歩き続けるが、やが
て園木さんの沢靴の底がはがれ、応急
処置をするが暫くして両方とも底のフ
ェルトがはがれてしまい、最悪の状況
となる。本来ならば此処で登山を諦め
るべきであるが、園木さんと我々の山
頂への意欲が強かったのか、剥がれた
フェルト底に穴を開け、ひもを通し草鞋の様に靴に縛りつけ、なお捨て縄ロープで靴
とフェルト底を縛り付けた応急処置で園木さんに沢歩きをしてもらう。それでもフェ
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ルト底がずれてしまい、園木さんは大変歩きずらい様であった。東沢は大きな沢で巨
大な流木や岩が行く手を阻み、右に左に沢を渡り歩き続ける。ひもが緩み何度も何度
もフェルト底が剥がれそうになる、そのつどひもを締めなおし沢を歩き続けるが、や
がて両岸が岩に囲まれたゴルジュ帯となり何度か腰まで水につかり、かつ岩壁のへつ
り滝を登り切ると窪の沢との出会いに着く。この後も何度かフェルト底のひも締め直
し、今日のビバーク地でる東沢の二股を目指し登り続ける。天気が良いので時間の遅
れも余り気にならずに歩けたのが幸いであった。
１４時３０分、二股に着くが明日登るべき右股が
余りに貧相に見え、確信が持てず少し先まで登っ
てみるがやはり自信がもてず、園木さんがＧＰＳ
を取り出し位置を確かめると間違いなく目的の二
股であった。二股の少し下流に少し傾斜したガレ
地の台地があり、ビバーク地とする。ガレ地をな
らしブルーシートをひき、その上にツエルトを立
てかつフライ代わりにブルーシートをその上に張
り雨対策をする。水際の平坦地で流木を燃やし、
焚き火をして濡れた衣類を乾かす。時間は十分あ
るので焚き火を囲み３人で楽しく語り合う。
１６時ごろから雲行きが怪しくなり、やがて雷が
鳴り出し大雨が降り出し、３人でブルーシートの中で雨が止むのを待つが、直ぐに沢
の水が濁り出し、水かさがどんどん上がり、瞬く間に２０ｃｍ程水位があがる。４０
分ほど降った雨もやがて上がり、北の空には綺麗な虹も架かり青空が戻る。
夕食は園木さんが中華風つけ麺を作ってく
れたが、中々良い味であった。夜は７時頃
から暗くなるが、赤々と燃えた焚き火を囲
み楽しく語り合う。やがて空は美しい満天
の星空となり山深い処に居る事を実感する。
斜面でおまけに下がブルーシートなので寝
ていても体がずり落ち、何回も体勢を変え
るがそれでも皆良く眠れたようだ。
８月２９日(日)

３時３０分、起床。４時３０分に出発予定だったが、やはり周囲が暗

く出発出来ず。園木さんの足回りは山口さんの持っていた地下足袋に、私が持ってい
た厚い靴下を滑り止めの為にかぶせ沢を登る事とした。
５時２０分、ビバーク地発。直ちに大きなイタドリの葉を潜りながら右股の沢に入り、
山頂を目指す。思ったより綺麗な小沢で，滑滝や小滝が多く結構楽しく登る事が出来
たが、いくら登っても一向に稜線が見えず、２時間ほどで沢は２本にわかれ、予定道
理我々は右の小沢を選び登り続ける。既に頭上はイタドリの葉が生い茂り、トンネル
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の中を行くようだ。沢の水も涸れたころ沢は２本にわかれるが、右を選びなお進むと、
昨日会った下山中の２人パーテーに会う。
８時 30 分、沢は細い窪地となり源頭となり
稜線が近い事が分かるが、一向に稜線に出
ない。やがて笹が頭上を覆うようになり、
藪漕ぎとなるが、窪地が左右に分かれたの
で左側に進むと全くの藪漕ぎとなり進行で
きなくなる。ルートを間違った様なので元
の左右に分かれた所に何とか戻り、１５分

藪漕ぎが終り草付きに出る

ほど時間をロスする。
９時００分、右側の窪みに沿い藪漕ぎを続けるとやっとの事で草地にでる。丸山岳山
頂手前の尾根が目の前に広がり、少し草地を歩くと稜線にでるが、なお藪漕ぎや窪の
沢源頭の滑りやすい草付きを草につかまりながら登ったりトラバースして、何とか丸
山岳山頂に続く草原の稜線に出る、しばらくして目の前に丸い丸山岳の山頂が姿を見
せる。
９時３０分、やっとの事で丸山岳山頂に着く。
厳しい登りに腹がすいたので１５分ほど休み、
昼食を取る。山頂の湿原には２個の小さな池
があるが既に花は無い。リンドウの可愛いい
花が何回か目に入った程度である。しかしこ
れから今来たルートを降り、なお二股より昨
日登って来た東沢ルートを下ることを考える
といやになる。天候は余り良くない、ガスも
会津丸山岳の山頂を望む

出て周囲の展望は得られないのが残念であっ
た

９時４５分、山頂発。登りで要所要所に赤テープを張ってきたので、此れを目安に藪
漕ぎすべき所に戻り、再び藪の中に入りうんざりする程下降する。本格的に沢に戻る
が５～６ｍの滝の下降は慎重に行った。
１３時１５分、二股着。園木さんの滑り止めの靴下は意外に良く効き、何とか沢を登
り降りする事が出来た事は幸いであった。直ちに一晩お世話になったビバーク地を撤
収し東沢の下降に入る。
１３時４０分、二股ビバーク地発。荷が重くなりうんざりだが、３人とも元気に下降
に入る。暫くすると滝壺を持った滝に会い腰まで濡れる、ゴルジュ帯のはしりである。
１５時００分、窪の沢出合いを過ぎ、いよいよ本格的なゴルジュ帯の下降となり、滝
の縁をへつったり、滝壺に入り腰まで水に浸ったりを５～６回繰り返し何とかゴルジ
ュ帯を突破する。もはや疲れているので、面倒な事をして濡れない様にするより滝壺
に入り濡れた方が楽になってしまう。西沢との出会いまでは延々と続き、１５時を過
ぎると雨も降り出し、うんざりして下降する。東沢は実にくねくねと曲がった沢で、
何回も水流を渡り小滝や、急流を避けなければならない。
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１７時３０分、やっと西沢との出合いにたどり着く。余りの疲れに暫く休むがそれで
も後３０分で沢から抜け出せることを喜ぶ。
１８時１５分、砂防ダム着。やっとの事で沢から抜け出すことができ安心する。ダム
の上で身支度を整え最後の山道の登り降りに入る。
１８時３０分、砂防ダム発。既に山道は暗くヘッドランプを頼りに粗末な細い山道を
歩くが、登り降りがあり道も細く夏草に隠れ、足場が見えにくいので実に注意を必要
とした。幸いロープが張ってある所が多いので、此れにつかまり下降することが出来
たので助かった。１回休憩を取った後暗い夜道を歩いていると、突然思ったより早く
目の前に黒谷川を対岸に渡る橋がランプの光の中に浮かび、長かった今日の下降を締
め切る事が出来た。
１９時３０分、登山口着。３人で完登を喜び合う。全身びしょ濡れの着物を着替え、ほっ
として車の中に入る。私としても記憶に残る大変素晴らしい山登りが出来た事に感謝した
い。

以上
２０１０年８月３１日

松浦

剛

丸山岳で初長時間沢登り（1,820m）
記：山口裕史
◆山行日：２０１０年８月２７日夜～２９日
◆メンバー：L 松浦、園木、山口（裕）

（敬称略）

◆コース：
1 日目:8 時間 20 分(園木さんの沢靴が壊れた為タイムは参考程度)→大幽沢駐車地点
6:10→ダム 7:10→西の沢出会 8:10→→14:30 西俣・南俣出会(ツェルト泊)15:00
2 日目:14 時間 10 分→西俣・南俣出会 5:20→沢涸地点 8:30→草原到着 9:00→9:35 会
津丸山岳山頂 9:50→13:15 西俣・南俣出会(ツェルト撤収)13:40→西の沢出会 17:30→
ダム 18：15→18:15→大幽沢駐車地点 19:30
飲んでる席で園木さんに丸山岳に誘われ、園木さんの行きた
い山なら間違いないだろうと思い、快く了承してしまった山
行。後で調べたら会津丸山岳は会津山塊の中でも山深く入り
にくい場所にある。一般登山道がないため、山頂に立つには
沢を遡行し涸れた箇所から藪を漕いで登るのが基本となる
ことがわかり、しかもこの時期はアブが群生しているとの情
報に多少憂鬱な気分になったが、下山しての感想は如何に。

★1 日目はゆるりとした沢歩き
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沢に入ってから 1 時間程、園木さんの沢靴の底が取れてしまい進退を迫られる。様々
な工夫でフェルトに穴を開け、捨て縄で草鞋状にして靴に結びつけ応急処置を終了。
何度も緩まり締め直しの繰り返しでペースが上がらないが、何とか歩けそうなので山
行を続行することに決定した。個人的には深い山で一度取り付いただけあって、引き
返すことにならずに済んで嬉しかった。ただ、園木さんは歩きにくい中、かなりの精
神的な負担があったと思う。
★幕営
今回幕営予定の箇所である西俣の分岐の少し手前。土砂崩れで出来たような 2m の高台。
早速ツェルト・ブルーシートで宿泊地を確保した。決して平坦ではないが、増水して
も心配ないは心理的に助かる。
枯れ木を集め、焚き火を初めて一息入れていると夕立が始まった。急いでシートの中
に逃げ込む。雨粒は容赦なく地面を叩き、焚き火は沈下寸前。沢の水はアッという間
に 20cm 程増量し茶色く濁ってしまった。1 時間程して雨は止み虹が見えたが、この増
量状況を見て沢の怖さを改めて感じた。幸いなことに裏から流れてくる小さな沢は澄
んでいたので調理用に使えた。これが使えなかったらつけ麺は不味かっただろう。そ
して焚き火も復活。持ってきたビール・ウイスキーを片手に焚き火の周りで楽しい一
時を過ごした。
★山頂へのアタック
西俣は難度は高くないが標高を稼がなければならないだけあって、結構面白い沢登り
ができる。日差しが強く 1,400m 付近の冷たい沢の水は本当に旨かった。
沢が涸れるまで登ると、だんだんと植物が占有する部分が多くなり歩きにくく、更に
稜線直下の笹漕ぎは悪戦苦闘した。一般の登山道のありがたさを改めて感じた。
深田久弥が百名山を登った時はこのような「道なき道」を歩いたのだろう。先人の行
動意欲を思うと心が熱くなる。
藪近木で迷いながらも暫く登ると草原
に出た。登山道のない山でも踏み後が
薄っすらとあるのだから驚く。草原に
出てからも再び笹に入り藪に入りとな
かなか大変だった。特に沢靴であるた
め草の上は滑ってしまい、草を掴んで
確保しないとズルズルといってしまう
のには参った。山頂までは非常に長か
ったが、沢歩き、沢登り、藪漕ぎ、笹
漕ぎと苦労しただけあり、マイナーではあるが丸山岳のピークに立ったことは充実感
は大きかった。

★下山
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山頂までの登りに 4 時間が経過していたが、今日は帰らなければならず、パンを胃袋
に押し込んで下山を開始する。沢下りとなるので幕営地までそれほど時間が短縮でき
ずに昼過ぎ。そしてここからがとても長かった。装備が重くなり、不安定な足場を慎
重に歩く。長時間の沢靴に痛くなった足と重い荷物で滑って数回は全体がびしょ濡れ
に。4 時頃夕立が来て、増水に怯えたが昨日よりも降った時間が短く、それほどでもな
かったので助かった。ダムに着いた時には既に暗く、最後の 1 時間はヘッドライトの
光を頼りに細い道を歩いた。
★その後
14 時間を越える歩行時間は初めての経験だったが、体力の方はまだまだ行けそうだったの
で自信がついた。ただ、長時間の沢靴歩行に足の先が悲鳴を上げた。左足指 2 箇所が血豆、
右親指も血豆という状況で参った。さらに参ったのが虫刺され。今回脅威に思っていたア
ブはいなかったため防虫ネットは使わなかったが、帰ってきてみたら顔、腕、足、なぜか
お尻が合計 60 箇所以上の虫刺されにやられ、1 週間経過した今も跡が消えず…蚊・ブヨだ
ろうか？虫除けスプレーして、幕営地では蚊取り線香にキンチョールで武装したが虫恐る
べし。次回のこういう山行のために何か対策を立てねば。頂けなければ多分一生登らなか
った山。山の新たな楽しさを味わうことができました。園木さんありがとうございました。

今年の夏山、中高年の遭難が全体の半数を超す
今年７－８月の夏山シーズンに全国で起きた山岳遭難は、昨年同期より５９件
増えて４００件に上り、遭難者も３４人多い４３７人を数えたことが七日、警察
庁のまとめで分かった。発生件数、遭難者ともに、統計を取り始めた１９６８年
以降、最悪の記録。
中高年の登山ブームを反映して、遭難者の中で、五十歳代は昨年より４１人多い
１３７人、六十歳代も９人多い１１０人で、五十～六十歳代の中高年が全体の
半数を超えている。このうち死者・行方不明者は５２人で昨年より５人減ったが、
五十歳代では逆に増えて８人多い１９人、六十歳代も２人多い１６人だった。
遭難が一番多かったのは、１３２件の北アルプスで、南アルプス（２３件）、
富士山（１８件）が続いている。
９月７日付け

ACHP 編集部記事より
編集員
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小林

源次郎沢

－表丹沢水無川―
記：沼田真澄

8 月 24 日

沼田・他 2 名

9:30 戸沢キャンプ場→12：40 ツメ終了 13：40→（水浴び）戸沢キャンプ場 15：30
「神奈川の屋根」と言われる丹沢の中でも一番人気がある水無川。その中でも初心者によ
く登られているうちの一つが源次郎沢。交通の便が良く、F ナンバーの看板がつけられて
いて、ハーケン等が設置されていたりして、ゲレンデ化されている。
戸川林道の悪路を 7 キロ程行くと戸沢キャンプ場に到着。一組の家族が川原にテントを張
ってキャンプをしていた。そこの広い駐車場に車を停めて、10 分程で入渓点。沢装備を着
けて、沢に入る。すぐに、F1・4ｍが登場。直登する。F2、F3・多段 8ｍもなんなく登れる。
F4・トイ状 4ｍのところへ行くと、先行パーティがロープを出していて、セカンドが登る
ところだった。彼女は初心者だったらしく、我々が到着すると、ロープを外して先を譲っ
てくれた。我々は、ロープを使わずに、左右の壁を両足でそれぞれ押さえながら徐々に登
った。足が滑ったらどうしようと思ったが、さすがフェルトくん、問題なし。そして、F5・
10ｍ。ここで安全のためロープを出す。経験者の人がリードで左側を登り、その後に初心
者が登り、最後に私がヌンチャクの回収をした。10ｍあるので高度感を感じたが、易しか
った。ちなみに、上でのビレーは腰がらみ。二俣を過ぎて、F6・3 段 11ｍ。上部の 5ｍを
ロープで登る。ややハング箇所があるが、問題はなかった。ここを越えたあたりから完全
に水が涸れて、しばらく登ると、F7、F8、F9 とでてくる。そしてもう少し行くと、本日の
ハイライト F10・8ｍが現れる。靴を履き替えて、上を見上げると結構高い。左壁に残置ス
リングがあるが、ロープを出して右壁を登った。普通の靴なので少々滑りやすく、紐が緩
い感じで怖かった。また、すんなり上に登ることが難しく、少し右に行ったり、上から左
に降りたりした。正直言って、ここをトップでリードで登るのはちょっと怖い。1 級と紹
介されているのに、こんなに難しいのかと思いながらも、テンションはかからなかったの
で、まあよしとするか。ここからのツメは、岩がゴロゴロしていて、両手も使って登って
いった。40 分程で草花が生い茂り、（ガスっていなければ）展望が良いところへ到着。昼
食をゆっくりとる。そこから西に行くと花立山荘の上に出た。
大倉尾根を下り、天神尾根を下った。天神尾根は、最近整備さ
れたらしく、丸太の階段が綺麗にできていた。そして最後は、
入渓地点すぐ下の堰堤で水浴び。やっぱり、夏はこれです！そ
のまま裸に近い状態で駐車場へ。そういえば、今日は蛭には会
わなかった。マムシがそろそろと車の前を横切って行った。そ
して、竜神の泉で水を汲み、帰路へ。夏は、やはり沢登りが最
高。まだまだお客様気分的なものは抜けてはいないが、少しず
つ技術を学んで、トップで安全にゆったりと登れるように成長
できたらと思う。
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御坂

鬼ケ岳

（1738ｍ）

▲2010 年 8 月 29 日（日曜日）晴れ
▲L 小林(い)、鈴木(宮)、張替、新庄
▲南越谷 5:51⇒大月で富士急に乗換⇒河口湖 8:45⇒タクシーで林道終点 9:10…雪頭
ケ 岳 11:30/11:45… 昼 食 … 鬼 ケ 岳 12:20/12:35… 鍵 掛 峠 13:35… い や し の 里 根 場
14:40
河口湖駅より林道終点(この段階では鍵掛峠を目指していた)にある大きな堰堤の前
でタクシーを降りた。階段で始まる登山道には「雪頭ケ岳」の標識はあるが、これか
ら向かう予定の「鍵掛峠」の文字は何処にも見当たらない。リーダーが疑問に思い辺
りを調べるが、登山道は 1 本のみ。今日は周回コースなのでどちら回りでも問題はな
いが、林道に入ってからの距離が短く、予定のコースに不審を感じながら檜の植林を
歩き始めた。
やがて登山道は唐松へと変わり登りっぱなしの急坂が続く。登っても登ってもなか
なか稜線に出ず予定の時間も過ぎ、やっぱり鍵掛峠ではなく直接雪頭ケ岳に登るルー
トだと確信。リーダーの絶妙なペース配分、こまめな水分補給を心がけジグザグに登
って行くと突然視界が開けた。雄大な富士山と眼下に広がる西湖や青木ケ原樹海、こ
じんまりとしたお花畑には蜜を求める蝶が舞い華やか。南面が開けた雪頭ケ岳は長閑
でゆっくりしたい所だが暑いので鬼ケ岳に向かう。直射日光を避け小さなピークを超
えた日陰で昼食を摂っていると、単独の男性と遭遇。富士五湖界隈は最後の夏休みを
楽しむ人々でいっぱいのようだが、山では雪頭ケ岳で会ったグループとこの単独の男
性のみ。暑い時期は余り歩かれていないようだ。ほどなくしてアルミの階段を登り目
的地鬼ケ岳に到着。
山頂からは 360 度の眺めだが、潅木が生えているので中央の大岩に上がって絶景を
満喫した。三ツ峠方面にハンググライダーの姿発見。飛行速度は非常に速くあっとい
う間に私たちの頭上を低空飛行。操縦者が手を振っている。大空をゆったりと優雅に
飛ぶ姿はよく見掛けるが、こんなに間近で目にしたのは初めて、感激！
鍵掛峠へは急勾配の下りで始り、
アップダウンの繰返しやロープが何
箇所か出てくる痩せ尾根が続き変化
に富んで面白い。歩く人が少ないた
めか登山道の両側から草が覆い被さ
り、ストックで搔き分け足元に注意
をしながら歩く。夏はツツジ類など
潅木の葉が邪魔をして展望を遮って
いるが、落葉の季節はさぞ素敵な尾
根歩きが待っているでしょう。
鍵掛峠からは道幅も少し広がり歩きやすくなった。途中からは林道に出て 1 時間も下
ると「いやしの里根場」に着いた。
新庄
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八重

雪頭ケ岳

✿山行実施日：2010 年 8 月 29 日（日曜日）
✿メンバー：Ｌ上原、黒澤、鈴木（里）
✿コースタイム
新越谷 6:02 ⇒ 東武日光駅 8:10 ･･･ 登山口 8:40 ･･･ 神ﾉ主山 9:35 ･･･ 鳴虫山
山頂 11:00（昼食）11:45 ･･･ 合方 12:10 ･･･ 独標 13:00 ･･･ 含満ヶ淵 14:10 ･･･
総合体育館前ﾊﾞｽ停 14:46 ⇒ 東武日光駅 15:00～15:01 発区間快速乗車
残暑の厳しい日々が続いているが、9 月中旬に行く予定の北岳～間ノ岳に向けて、
衰えつつある足腰の訓練にと、交通の便も良く駅から歩ける鳴虫山を選んだ。
登り始めると、前日に雨が降ったのか地面は濡れていて、暑さを覚悟していたが、
樹林の中は爽やかな風が心地よく、帽子も日除けも要らず予想外だった。
何回か来ている山なのに、記憶に残っているのは一部分（何時もの事ですが・・・）
神ノ主山は展望がよく日光連山が見えるが、山頂付近は雲がかかり夕立が有りそうな
予感がする。
木の根が露出した山道の、アップダウンを何回か繰り返しながら山頂に着く。駅で買
ってきた湯葉入りちらし弁当で腹
ごしらえ。
ゆっ くり 休 憩し て下 山 にか かる が 、
初めから足場の悪い急坂で緊張す
る。
合方から鉄塔の間は、雨で土は流
され丸太の階段は崩れて非常に歩
き難かった。
含満淵を過ぎた頃、雨粒が落ちて
来たので急いでバス停へ、幸いバ
スも空いていて順調に日光駅に到
着。発車まで１分しかない電車に飛び乗ったのだが、好物のビールを仕入れる時間が
無く、ボックス席で手持ち無沙汰のお二人が気の毒だった。お付き合い下さって有難
うございました。
余談
松原団地駅には自宅から 15 分で間に合う予定、しかし、出掛けに忘れ物！急いで
自転車に乗り信号無視の暴走、ホームに駆け上がると、無情にも電車は走り出して
しまった。急いでタクシー乗り場へ、「10 分で新越谷駅に着けますか？」運転手さんは
「間に合うかな？」この時ほどスピードが遅く感じられた。なんとか１分前に着いた
ので、階段を走り発車寸前の最後尾に飛び乗りホッとする。心配そうなお二人を見付
けて一安心。時間に余裕を持って行動しなければと深く反省しました。
記:上原
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編 集 後 記
去年に引き続き、今年もテントサイトの編集員を仰せつかりました。皆様の原稿を一生懸命
に編集させていただきました。
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