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                             記：小宮 将光 

 

若い頃、山へ行こうとすれば新宿発の夜行列車が定番であった。 

夕方新宿待ち合わせで、決まって発車までの時間潰しに、歌声喫茶で一杯 150 円程度の

コーヒーを飲み、楽しく時を過ごしたものであった。 

新宿には「ともしび」と「カチュウシャ」の二軒の歌声喫茶があり、土曜の夜などは若い

人達で行列が出来たものである。 

特にロシア民謡が多く歌われていたが、その中でこんな歌もあった。 

 

“アルプス一万尺小槍の上で 

アルペン踊りをサァ踊りましょう“ 

 

この歌を唄うたび、槍の山頂から 360 度の眺望を是非一度楽しみたいものであると、常々

思い浮かべていたものであった。 

残念ながら今日に至るまで、数度の挑戦でも、この望みは叶えられていない。 

一昨年であったか、樋口さん、山本さん。山崎さんの 4 名で山行し、どうにか雲の間に周

囲の山々を望めたのが、唯一のチャンスであった。 

山は天気が一番のご馳走、いつの日かこのご馳走に預かりたいものである。 

とは言うものの残された時間は少な過ぎます。来年当たりが限度でしょう。 

どなたかご一緒してくれませんか(？) 

 

               

 



- 4 - 
 

平成２２年９･１０･１１月山行実績 
リーダー部 

山行 日程 山岳名 リーダー 参加者名 
会 9/4 硫黄岳 磯川 千葉、小野寺、山本、山口(敏)、 

会 9/12 鳩ノ巣～日ノ出山 鏑木 
下川、池本、黒澤、千葉、阿部、鈴木(里)、 
尾崎、畑野、大畑 

個人 9/17～18 北岳～間ノ岳 千葉 下川、黒澤、中島、新庄、上原、小宮 

会 9/19 経塚山、荒船山 杉山 
浅井(昭)、浅井(祐)、鏑木、小野寺、山本、 
中島、尾崎 

個人 9/20 大若沢 長田 沼田 

個人 9/23～26 
岩木山、八甲田山、 

岩手山、八幡平 
山口(裕) 

山口(敏)、他 1 名 

個人 9/25 蓼科山 小野寺 杉山、小林(い)、張替、松田、 
会 10/2 バスハイク下見竜ヶ岳 関口(勝) 八並、山口(裕)、新島、関口(美) 
会 10/2 筑波山 黒澤 下川、小野寺、山本、上原、大門 

会 10/9～10 
会員バスハイク 

水の塔山～篭の登山 

山口(敏) 
実行委員長

は実行委員

１班 L 石井(美)、SL 新島、千葉、中島、小林(い)、
阿部、磯川 

２班 L 杉山、SL 浅井(昭)、黒澤、鏑木、 
小野寺、松井、山崎 

３班 L 山口(裕),SL 畑野、松浦、大木、坂口、他

２名 
４班 L 八並、SL 鈴木(廣)、染谷、浅井(裕)、芳

野、関口(勝)、大門 
５班 L 鈴木(勝)、SL 青柳、下川、松田、木原、

山本、鈴木(里)、田村 
６班 L 平野、SL 浅古、石井(文)、関口(美)、山

口(敏)、前田、張替 
個人 10/19 安達太良山 千葉 下川、小宮、大畑 
個人 10/23 安達太良山 小野寺 山本、松田、山口(裕)、 
個人 10/23 谷川岳 浅井(昭)  
会 10/24 陣馬山 大門 大木、鈴木(里)、小林(陽)、上原、平野、新島 

個人 10/24 女峰山 長田 沼田 

会 11/3 
公開バスハイク 

竜ヶ岳 

関口(勝) 
実行委員長

は実行委員

1 班 L 小野寺、SL 山口(裕)、松田、大木、 
小林(い) 

2 班 L 千葉、SL 石井(美)、芳野、杉山、小林(陽)、
八並 

3 班 L 畑野、SL 浅井(昭)、張替、大門、新島 
4 班 L 関口(美)、浅井(祐)、松井、黒澤、鈴木(里)
5 班尾崎、鈴木(廣)、関口(勝)、 

上原、平野    会員:26 名 一般:25 名 

個人 11/7 七ヶ岳 園木 
浅井(昭)、鈴木(宮)、八並、小野寺、山口(敏)、
沼田 

個人 11/9 赤薙山 千葉 新庄、大畑、青柳 
個人 11/13 谷川岳 沼田  

会 11/14 鳴虫山 新島 
浅井(昭)、池本、黒澤、山本、阿部、平野、 
畑野、大門 

個人 11/16 大鳥屋山～岳ノ山 千葉 下川、新庄、小宮、大畑 
個人 11/21 妙義山 松浦 小野寺、山口(裕)、沼田、磯川、長田 

会 11/21 
甲州街道 

№3(矢川～高尾) 
石井(美) 

和田、鏑木、鈴木(廣)、杉山、大木、木原、 
上原、田村、石井(文)畑野、平野、中島、 
鈴木(里)、黒澤、小林(陽)、千葉、大門、 

個人 11/21 奥多摩もみじ狩り 芳野  
会 11/27 塔ノ岳 松田 芳野、小林(い)、小野寺 

個人 11/30 尾出山 新庄 千葉、上原、山口(敏)、大畑 
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記 園木 毅 

 アルプス一万尺小槍の上でアルペン踊りを さ 踊りましょランラララ…♪♪♪。小槍

の上でアルペン踊りが踊れるかの是非はともかくとして、一尺は３０センチ３ミリ、一万

尺は３０３０m となる。「だから小槍なんだ」と一人うなずいてしまう。 

 そう言えば上高地に五千尺ロッジがあり上高地は１５００m である事に気がつく。この

上高地の高さしかない山々にもう一度登りたい心に残る山々がいくつかある。 

 冬の厳しい風雪に耐え、春から夏に一斉に輝きを放つ東北の山々は美しい。その標高と

はうらはらに山深く頂に立つのに５時間以上かかる。そして登り着いた稜線を飾る花の群

落はアルプスにも引けをとらない。 

「標高１３６５ｍ 神室山」 

山形、秋田県境に位置する神室連峰の主峰神室山がある。１３６７ｍ小又山への縦走路

はとても１３００ｍの山とは思えないほど変化に富んでいる。五月ブナの新緑が眩しい登

山道コブシ、ムラサキヤシオが現れるとやがて残雪の道となる。急登を頑張り稜線に出る

と山頂直下の避難小屋が見えるがまだまだ遠い。今日は小屋泊まりであるからあせる事は

ない。ゆっくりと景色を楽しみながら高度を稼いでいく。山頂直下にあるこの小屋は水場

も近く快適な避難小屋である。寝場所確保し山頂で３６０度の展望を楽しんだ後水場に下

る。雪の消えた南斜面には春を告げるカタクリ一斉に咲きピンク一色。心が和む瞬間。 

 再訪した夏、あの南斜面はキボウシの紫色に染まっていた。山の美しさ不思議さを再確

認。 

只今、老朽化した避難小屋は建替中、来年完成予定と聞く。出来れば一番乗りをと考え

る今日この頃。あの水場に下る南斜面にはどんな花が咲いているのだろう？  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

「標高１６３６ｍ 朳差岳」 

 木辺に八と書いて「えぶり」と読む。このえぶりさし岳は飯豊連峰 北端に位置するが、

下山後の交通の不便さからほとんどの人が門内岳で下山してしまいこの山を訪れる登山者
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は少ない。 

この山に 短で登る胎内登山口、足の松尾根は急登できつく長い。大汗を掻いて大石山

に登りつくと鉾立峰の先に朳差岳がドッチリと構えとても１６００ｍの山とは思えない。

山頂直下にある避難小屋はニッコ－キスゲの群落の中にひっそりと佇んでいる。年にもよ

るが水場は雪渓の下にあり冷たい水が得られる。バ－ボンウイスキ－を片手に一杯やる。

吹き抜ける爽やかな風に気がつけば夕日に飯豊連峰は赤く染まる。 

 初夏稜線を飾るニッコ－キスゲとイブキトラノオ－の群落は晩夏マツムシソウとナデシ

コの群落に変わる。６月もう一度登りたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「標高１４４０ｍ和賀岳」 

 

 秋田、岩手県境に位置する和賀岳は地味で目立たない山だがその山麓を覆うブナの森は

美しい。１２００ｍの薬師岳を越えると草原状になった稜線がうねりながら和賀岳と続く。

マノバダケブキとハクサンシャジンの咲き乱れる稜線を辿ること薬師より２時間３０分、

生憎ガスに閉ざされた山頂に到着。残念ながら展望は無い。山頂の北斜面は何処までも続

くマルバダケブキとニッコ－キスゲの大群落。ガスの中の黄色い絨毯が幻想的だった。 
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私の腕時計の想いで                       松浦 剛 

私の腕時計が２０１０年７月１９日午前１１時２分２７秒で、ついに戦死してしまった。

原因は７月１８日に谷川岳の万太郎谷で余りに過酷な使用をしてしまった為である。今ま

で水の中に何回も入っているが、不思議と生活防水程度の性能で生き延びてきた。しかし

今回は滝壺に飛び込んだり、泳いだりし過ぎた為に水が入ってしまったのであろう。この

腕時計は私が３０代の時買った物で、長い間私と苦楽を共にした戦友である。若いころは

仕事で、５０歳過ぎてからは山登り用に活躍してくれた。型式はセイコーのドルチェで当

時ではかなり高級な時計であった。 

この時計は３０代以降、私が登山記録のタイム

を記入する為いつも登山中は腕に掛かっており、

共にした山行は３０～４０代では仕事に追われ

ていたので、富士山、日光太郎山、木曽駒、宝

剣岳、出羽三山、大仙岳、立山、剣岳程度であ

る。５２歳で４度目の富士山に登り、奥秩父東

沢の信州沢を登り甲武信岳の頂に立ち、かねて

から抱いていた山登りの再開を思い立つ。この

腕時計はこの時代に引退し、職場では私は新し

い他の腕時計をしていた。山登りの再開以降こ

の腕時計は１６年間山の中では何時も私の腕に

掛かっていた。 

  長年の相棒の壊れた腕時計 

良き相棒として共に山を歩いてくれたこの時計には、沢山の思い出が詰まっている。 

コースタイムの記録は高校生時代から手帳に書いているが、 近は気持ちの入らない山登

りでは記録しないことが多く、怠け者になった事を痛感している。 

コースタイムを書くということは、自分の山登りの記録を書くことであり、山で感じたこ

とや周囲の状況、景色なども記入する事が多い。この記録をもとに家に帰ってから記録を

整理し、山行記録を書き上げる。こうした記録は現在手書きの４冊の本として纏められ、

私の人生の一つの記録として大切にしている。 

社会人としての私は３１歳で大企業をやめ５人で会社を立ち上げ、倒産しない様に必至に

働き、何とか普通の企業にまで成長させる事が出来た人生の記録があるが、山の記録は生

きる喜びと精神的な思い出としてはこれ以上なものがある。真剣に山登りをする事は、働

いている事と同様な、それ以上に生きている事の喜びを感じさせてくれる。この腕時計の

戦死は私に多くの山の記録と生きる事の喜びを思い起こさせてくれた。自分の目差す山登

りも中々出来なくなってきた現在は、これから山を楽しむ事をどの様にするかが課題であ

る。何時までも楽しく元気に山を登り、生きる事の素晴らしさを感じる山登りが出来るよ

う今後も努力して行きたいと思います。 
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硫黄岳（八ヶ岳） 
                           記：磯川 剛 

●期日：２０１０年９月４日（土） 

●メンバー：Ｌ磯川・千葉・小野寺・山本・山口（敏） 

●コース：草加４:30→佐久 IC→8:00 本沢温泉ゲート→9:00 本沢温泉→ 

     10:30 夏沢峠→（12:00～12:40）硫黄岳頂上→夏沢峠 1:30→      （2:30

～3:00）本沢温泉→4:00 本沢温泉ゲート  

      途中 八峰の湯 佐久のそばや草笛 に寄り帰路 

 

今回は初めてのリーダーをさせていただいた。硫黄岳には久々に行くということで楽し

みであったが、今回のルートは本沢温泉を通るので、沢沿いの露天風呂に入ることをメイ

ンに置き山行計画を立てた。 

八ヶ岳に日帰りということでメンバーの皆さんには早めに集合してもらい出発、予定通

り８時前には登山口へ着いた。登山口の本沢温泉ゲートまでは、砂利道というよりは岩道

であるが、途中に車の底を数回擦ったものの何とかたどり着いた。 

歩き始めから本沢温泉までは緩やかな登りが続く。ウォーミングアップには 適である。

途中美しい苔の道を歩いて行く。八ヶ岳はいろいろな顔を持っているが、自分はみずみず

しい苔の道が好きである。本沢温泉に到着して、小休止の後出発、途中にある沢沿いの露

天風呂をのぞくと先客は誰もおらず、下山途中に入ることを楽しみにしつつ硫黄岳頂上と

足をすすめた。夏沢峠より登りが急になり、高度を上げていく。途中には北アルプスの展

望もあり言うことなしであった。 

頂上に着くと、多くの人が展望を楽しんでいた。やはり八ヶ岳は人気の山であることを

あらためて感じた。赤岳方面にはガスがかかっており見えたり、見えなかったり。でも天

狗岳と北アルプス方面はきれいに見えるので良しとする。空にはトンボが多く舞い、秋の

訪れを告げていた。 

さて下山、風呂を楽しみに下る。そして露天風呂を見ると、せまい湯船に先客がいた。

男性陣はなんとか入り（山ガールも多数いたようである）、女性陣と私は小屋の内湯を楽し

もうとするが、今日は小屋泊まりの客が多く、入浴のみの人は入れないとのこと、残念で

あった。 

そしてゲートまで下り、やはり温泉には入りたいので途中の松原湖近くの八峰の湯に寄

る。なかなか良い温泉施設であった。 

さらに佐久 IC 近くのそばや「草笛」の美味 

&大量のそばで腹を満足させ、草加へと向か 

った。 

メンバーのみなさんとのいろいろなお話を 

しながらの山行はとても楽しかったです。 

また是非、人が少ない時期をねらって挑戦 

したいと思いますのでよろしくお願いします。
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甲斐駒ヶ岳（2,965m）・仙丈ヶ岳（3,032m） 

記：山口裕史 

◆山行日：２０１０年９月１１日～１２日 

◆メンバー：L 山口（裕）、会員外 1 名 （敬称略） 

◆コースタイム 

・1 日目甲斐駒:6 時間 50 分 

北沢峠 6:50→7:00 北沢駒仙小屋(テント設営)7:50→北沢峠 7:55→双子山 9:10→駒津峰

9:45→10:45甲斐駒ケ岳11:15→摩利支天分岐11:25→11:40摩利支天11:55→12:45駒津峰

12:55→仙水峠 13:40→仙水小屋 14:10→北沢駒仙小屋 14:40 

・2 日目仙丈:6 時間 

北沢駒仙小屋 5:00→北沢峠 5:10→大滝ノ頭 6:30→小仙丈ケ岳 7:15→8:00 仙丈ケ岳

8:30→8:40 仙丈小屋→馬ノ背ヒュッテ 9:25→藪沢分岐 9:40→藪沢小屋 9:45→大滝ノ頭

10:05→北沢駒仙小屋 11:00 

 

今シーズン、いつ子さん千葉さんと甲斐駒ヶ岳の山行報告を 2 回聞き、どうしても行きた

くなったのでテントを担いで行って来ちゃいました。 

 

★甲斐駒へ 

バス着から 1 時間が経過し次のバスが来るまで

時間があったためか、駒津峰までは人の少ない

登りで順調に歩を進める。双子山でも景色が開

けたが、駒津峰から見る甲斐駒の白砂の姿は素

晴らしく、甲斐駒をバックに記念写真を撮りた

くなる景色である。 

甲斐駒に取り付くと少し登った所で直登コース

と巻き道コースに分かれるが、結構分岐点は分かりづらい。そのためかほとんどの人が直

登コースを選択していた。直登コースは時間的には短縮できるが大きな岩が並び結構急で

ある。が、多くの人が登っているだけあって危険な箇所はない。登る人を待たねばならな

い状態であるが、皆さん「若い人が来たよ～」と言って先に行かせてくれたので、休む間

もなくどんどん登った。既に 35 歳で若いって言われるんだから登山人口って高齢化が進ん

でいるんだな…とつくづく思う。 

山頂はメインの道標で記念撮影する時にフレーム内に登山客がどうしても入ってしまう位

に沢山いた。とにかく素晴らしい景色に惚れ惚れする。昨年登った鳳凰三山のオベリスク

がハッキリ見えるのがまた嬉しい。 

 

下山は摩利支天に寄るため巻き道コースを選択。岩はないが白砂の稜線は結構急で残雪期

の登りは大変怖いだろうと思った。摩利支天は山頂とはうって変わって人がいなくて静か
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だ。こちらから甲斐駒を見ると左稜線が白、右稜線が黒とハッキリと分かれていて魅力的

な姿をしている。ここから見える甲斐駒が一番

気に入った。 

余裕があればアサヨ峰までと思ったが、仙水峠

に下降中に相方の足がツッてしまい今回はその

ままテン場で降り、持参したビールで乾杯。テ

ン場の横が冷たい沢なのでビールを冷やすには

もってこいで、本当に居心地の良いテン場だっ

た。夜星が素晴らしかったので、翌日に期待し

つつ 9 時就寝する。 

 

★仙丈へ 

3 時 30 分起床。既に周りもガサゴソと準備している雰囲気が感じられた。空の様子を見る

と予想に反してガスっているが、ゆっくり食事をとり準備に取り掛かる。 

5 時まだ外は暗いがヘッドライトを灯し出発した。5 時 20 分雲に陽光があたり空が赤く染

まってきた。2500m 付近から上がガスで覆われているのを確認。順調に登り森林限界あた

りで少し展望が開けハイマツ帯に続く登山道が見えた。しかし小仙丈に到着する頃には再

びガスに閉ざされた。 

小仙丈から仙丈まではゆるやか稜線歩きなので天気の良い日は楽しい所だろうが、何も見

えず冷たい風に吹かれては…。 

山頂に到着もガスで何も見えない。若干明るくなったりしたので 30 分粘ったが、ついに根

負けして下山することに決める。 

ここで選択に迷った。元の道を戻れば天気が良くなった場合に展望が見える。仙丈小屋経

由で周遊すれば展望はないけど次回の下見になる。迷った挙句、天候回復はないと判断し

後者を選択した。結果、仙丈小屋過ぎたあたりから晴れ始めた。大滝ノ頭で小仙丈から下

ってきた人に話を聞いたら、富士山まで見えたそうだ。残念!それでも仙丈小屋、馬ノ背ヒ

ュッテの雰囲気も見れたのは収穫。 

・ 黒戸尾根からの長い登り 

・ 甲斐駒～鳳凰三山への縦走 

・ 仙丈～北岳への縦走 

いずれもキツイコースだがいつか登ってみたい魅力的なコースだ。 

 

 



- 11 - 
 

御岳山～日の出山 
                              池本 記 

♦山行日 ：２００１０年９月１２日（日） 

♦天候：曇りときどき晴れ 

♦メンバー：（L）鏑木、黒澤、千葉、鈴木里子、上原、畑野、大畑、下川、阿部、池本 

♦コースタイム 南越谷駅６：２７－西国分寺―立川―鳩ノ巣駅８：４５～９：００ 

～大楢峠１０：２５～１０：４２～御岳山１２：２０～日の出山１３：２５～１３：３５

～つるつる温泉１５：００～１６：１５＝（バス）武蔵五日市駅１６：３２―南越谷駅 

１８：２０ 

♦費用：ホリデイパス２３００円、入浴料８００円、バス代３９０円 計３４９０円 

 

９月も中旬というのに連日の猛暑日、大楢峠までの急登に大汗をかき、タオルを絞ると大

量の汗が出てくる。こんなに汗をかいたのは初めてだと多くのメンバーが言っていた。 

途中、地元の猟友会の皆さんが、猪と鹿の駆除のため鉄砲を打っていた。 

峠から御岳山までは緩やかな登りで、汗もひき、ヤマホトトギスやヤマアジサイを眺めな

がらのんびり歩く。ケーブル山頂駅から宿坊を抜け、舗装された参道の急登にギブアップ

してしまい、御岳神社はスルーする。 

日の出山までの道は、比較的平坦で、競技会のランナー、MTB（マウンテンバイク）の少年、

山ガール（高尾山や富士山では多いらしいがここでは、２、３組）のコラボレーションで、

中高年ハイカーばかり目立つ山では、面白い光景でした。 

そして日の出山頂で記念撮影して、一気につるつる温泉まで下山。入浴後は、ビールで乾

杯。とても、おいしかった。もちろん、南越谷での打ち上げのビールもおいしかった。 

後に、個人的には、腰痛の為ブランクがあり、一年半ぶりの会山行で、皆さんについて

いけて、山の会のメンバーの素晴らしさを再確認し、次回の山行が楽しみになりました。

リーダーをはじめ参加者の皆さんありがとうございました。 
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                              記：千葉 かつ子 
✿山行実施日：2010 年 9 月 17 日(金)～19 日(日) 
✿メ ン バ ー：L＝千葉・下川・小宮・黒澤・鈴木(里)・上原 
コースタイム 
17 日 南越谷 6:07 ⇒ 甲府 9:18 ⇒ ﾀｸｼ－広河原 11:00 広河原 11:20 ･･･白根御池小屋 
14:45（泊） 
18 日 白根御池小屋 6:00･･･ 上部二俣 7:54･･･ 八本歯ｺﾙ 9:00･･･ 北岳山荘 10:25・ 
    10:50 中白根 11:40・12:10･･･  北岳山荘 13:00 
19 日 北岳山荘 5:10･･･ 北岳山頂 6:40・7:10･･･ 両俣分岐 7:35･･･ 肩の小屋 7:50 

･･･ 小太郎分岐 8:20･･･ 二俣 10:05･･･ 分岐 11:55･･･広河原 12:20 バス 12:30
発⇒甲府着 14:26・14:48 高尾行乗車 ⇒ 南越谷 

南アルプス 高峰の北岳に、一度は登って見たいと思いつつ何年か経ってしまいました

が、今回やっと実現する事が出来ました。 

花の頃「キタダケソウ」だけでも見たいと思いましたが、一日も早い山行をしなければと、

来年の花を待てず、暑い夏の終わる九月に計画を立てました。メンバーも丁度良い年頃(齢)

で揃いましたので、今がチャンスと決行しました。 

一日目 広河原から白根御池小屋に一泊です。小屋はまだ新しくホテル並みでした。 

二日目 二俣から八本歯のコルを経て北岳山荘に一泊、多少雪渓の残った大樺沢を登りまし

た。少し登ると右手に大きなバットレスの露岩が現れ、下川さんが、すぐに豆粒大の 2 人

組を発見、少しずつ登って行くのが分かり、他人事ながら登り切った時の事を想像してい

ました。 

岩稜帯からハイマツ帯に入ると、急斜面に夏の名残りの花が咲き、今迄の疲れも何処へ‼ 

天気もよいので間ﾉ岳の稜線がとてもきれいでした。 

10:25 北岳山荘に着くも、この頃になると山全体にガスがかかって、辛さも伴い間ﾉ岳に登

ることを断念しましたが、時々晴れる山を目の

前にしたら、登れる所まで行こうと、下川さん・

上原さんと三人で出発しました。ガスの中では

ありますが何組もの人達が、農鳥に向かって私

達を追い越して行きました。なんとか中白根

(3055m)迄来ましたが、この辺でゆっくりお茶

しようと腰を下ろして、ガスの流れを見ながら

休憩を取りました。 

三日目 超満員の小屋は 4:30 分より朝食開始で

す。一番乗りに入った私達は、順番で朝食も

4:30 分となり 5:10 分出発です。 

露岩帯を一歩又一歩と進み、雲海の中の富士山

を眺め、目の前に現れた御来光を拝み、360 度

の山容を心行くまで堪能し目に焼き付け、いよ

いよ山頂です。3 連休ということも有り、山頂
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は登山者で賑わい、又、風も強く寒いので長居も出来ず、20 分程で下山する事になりまし

た。 

肩の小屋、北岳山荘からの両方か

ら登る人達で、岩稜でのすれ違い

に肝を冷やす場面も有りましたが、

どうにか小太郎分岐まで辿り着き

ました。 

お花畑をジグザグに大樺沢の二俣

に下山、一安心。振り返り、北岳

の凄さ素晴らしさ、男性的な北

岳！さようなら。 

山リーダーの下川さん、そして、

私を含め若干年は重ねていました

が、皆様、参加本当に有難うござ

いました。良き思い出が又一つ増えたのではないかと･･････。 

お疲れ様でした。 

 

                                黒澤 登美江 

 天候に恵まれ、素晴らしい北岳を堪能してきました。 

昔、ズ～と若いとき登ったのだけどその苦しさを、思い出しながらやっぱり大きく、高い

山でした。 

一日目はホテルのような白根御池小屋に泊まり、次の日からは岩、はしごの連続で大変だ

ったけど、まだ夏の名残の花々が多く疲れを癒してくれました。 

二日目の北岳山荘は久しぶりの布団二枚に

３人で、人気の山を感じました。 

次の日早朝はいよいよ北岳山頂を目指して

強風の中を登り、日の出と雲海に浮かぶ富

士山、その素晴らしさに歓声を上げ拝んだ。 

3130ｍの山頂は、360 度の展望その絶景を

目に焼き付けて楽しんできました。 

長い長い下りに、こんな大きな山はもう登

ることは出来ないと思った。 

オコジョやホシガラスなどを見られ 

ラッキーでした。 

リーダー、みなさん有難うございました。お疲れ様でした。 
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                                 下川 賀也 

北岳は、富士山に次ぐ二番目の高峰だが、塩見・荒川三山を背景に見られる、北岳～間

ノ岳の吊尾根を、私は山荘から北岳へ登る途中、何度も、何度も振り返り、 

その美しさに感動し、これぞ！日本一の吊尾根だと思いました。 

 

鈴木里子 

登り切れるか不安を抱えて参加し

ました。その思いがあっただけに、頂

上に立った時の感動は大きかった。リ

ーダー、そして皆さんありがとうござ

いました。 

           上原 すみ 

参加を決めた時から急峻な山道が目に

浮かび、不安が頭から離れない。 

白根御池小屋は新しく綺麗で、平日の

為か比較的空いていた。 

雪渓の近くには真っ赤なナナカマドの実や、盛りは過ぎたが夏の残花が心を和ませてくれ

る。約 4 時間半で北岳山荘に着く一番乗りだ。目前の間ﾉ岳に登れたら幸いと 3 人で出発

したが、深いガスは取れず中白根で引き返すことにした。明日の為に体力を温存する事に

した。 

人気の山だけに夜はすし詰め状態、早朝に出発、途中ご来光と雲海の中に富士山も見られ

て 高!! 感動の北岳山頂は大勢の登山者で賑わっていた。 

快晴の空に、冷たい風が心地よい。素晴らしい思い出が又増えました。リーダー初め、皆

様有難うございました。そして、お疲れ様でした。 

小宮 将光 

日本第 2 の高峰、天気にも恵まれ、大変良い山行でした。 

但し登りはまあまあであったが、三日目の下りは少々足に来てふらふら･･････ 

自分でも年齢を感じさせられた山旅でした。               

 

 

 

 

 

北岳山荘
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                   荒 船 山        記：中島秀子 

■ 日  時 H22 年 9 月 19 日(日) 

■ メンバー Ｌ杉山、浅井(昭)、鏑木、小野寺、山本、浅井(祐)、尾崎、中島 

■ 行  程 松原団地西口 5：30→内山峠駐車場 8：15…トモ岩 10：10 

     …荒船山（経塚山）11：00～11：15…トモ岩 11：45～12：20 

     …内山峠 14：00→内山牧場 14：30～15：30→松原団地西口 19：30 

 

 松原団地西口を 5 時半に出発。車は一路内山

峠駐車場を目指して走る。途中独特な容姿の荒

船山が姿を見せてくると、2 ヶ月振りの山行の

私は胸がわくわくしてしまいました。駐車場に

はすでに数台駐車していたが、1 台とんでもな

い止め方をしている車があり一同呆れてしまう。

普通に止めればあと 2 台は駐車出来るのに、後

から登ってくる人への思いやりのなさに……。 

 気を取り直し身支度と軽い運動をすませ登山

開始。整備された山腹道は歩きやすく稜線のヤセ尾根では下から吹き上がる風がとても気

持ち良い。覆いかぶさるような岸壁に突き当たり、右の道を少し行くと一杯水である。一

杯水からは岩場の登りが続く。特に危険ではないが水がしみ出ている為か滑りやすいので

気が抜けない。笹と雑木林の稜線に出ると緩やかな道となり、色鮮やかなトリカブトの花

があちらこちらに咲いていて目を楽しませてくれる。東屋を兼ねた避難小屋の先にトモ岩

の展望台があり大勢の人が休んでいました。眼下の神津牧場や内山牧場はもちろん、妙義

山、浅間山、上越国境、八ヶ岳方面の山並みも遠望でき、素晴らしい景色を楽しんだ後、

山頂である行塚山（経塚山）へと向う。熔岩台地は平のように見えても小さな起伏があり

沢もあって、笹と雑木林が美しいとても気持ちの良い道で少し驚きました。山頂には祠が

祭られていましたが展望はあまりなく 15 分ほど休んでトモ岩へ戻り昼食タイムです。裕子

さんが用意してくれた熱いコーヒーと、皆さんが持ち寄ったオレンジ，梨，ブドウをご馳

走になりながら、素晴らしい景色を満喫でき、私にとっては久しぶりに『 高！！』な気

分でした。 

 下山の時、一杯水の足場の悪い岩場から、浅井さんにみんなのペットボトルに湧水を汲

んでもらい喉を潤した。やはり山の水は冷たくて美味しい。 

 コスモスの大花畑を見る為に車で内山牧場へと向かう。 

荒船山を一望できる大コスモス園はちょうど見頃で、一面ピンク色に染まり大勢の観光客

で賑わっていました。コスモス園のすぐ側にある「山荘あらふね」で汗を流し帰路に着き

ました。 リーダーの杉山さんはじめメンバーの皆さんお世話になりました。 

山はもちろんコスモスの花畑、感動いたしました。楽しい山行ありがとうございます。 

後になりましたが、テルさん、裕子さん、車の運転お疲れ様でした。
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両神山系中津川渓谷・大若沢遡行 

記：長田 一樹 

◆山行日：2010 年 9 月 20 日（月曜日・祝日） 

◆ メンバー：L 長田、沼田 （敬称略） 

◆コース：秩父･大若沢休憩所・入渓 9:00→不動滝→金山沢出合 9:30→3 段 12m 滝 9:40 

→魚止めの滝 10:00→9m 滝 10:25→長滑沢出合 12:30→遊歩道下山→大若沢休憩所 13:20 

未明に目が覚め、腕時計のバックライトを点灯させ時間を確認すると先程起きてから 1 時

間ほどしか経っていない。寝直してみるが眠りに入っていけず。明日の事を考えてみると

初めて行く場所に誰かと一緒に行くのは初めてで、更に初めて計画書を書いて提出し子供

が生まれたばかりの沼田さんと一緒の沢登りという事に気付き緊張感が増して来た、だか

ら眠れないのかなと考えているうちに三度目の浅い眠りに入った。 

腕時計のアラームに起こされ外を見ると曇り、天気予報では崩れないと言っていたので沼

田さんをピックアップし出発する。途中雨がパラついて空が暗くなるが、本降りにはなら

ずワイパーを何回か作動させただけで秩父中津川渓谷の大若沢休憩所駐車場に 8:30 到着。

着替えて遡行準備をするが登山者や入渓する人が全く見当たらない、念の為携帯の電波を

確認すると圏外の表示に緊張が高まる中、準備が終わり歩き出す。入渓地点に到着したら

事故が起きない様に又無事遡行が終了する様にと祈り渓流に足を踏み入れ、思った程冷た

くない水にホッとしながら遡行を開始する。安全を考え 初の勘兵衛の滝を左から巻き気

味に登るが、沼田さんは不満な様で水流左を直登気味に登って来る。此処で少し吹っ切れ

て安全の為に巻くばかりでなく直登を試みようと思い直す。更に改めて無理はしないと心

して続く 4m程度の 3 連の滝は水流左側を登る、その後少し行くと不動滝が現れる。水流左

に残置ハーケンとの事だったので釜の左を辿り取り付く、ホールド･スタンスは小さいが

豊富にあるので、それほど苦労せずに突破する、直ぐに金山沢の出合いに着き 3mの滝を

左岸から登り右岸に渡る。3 段 12mのS字型になったトイ状滝は、そのまま右岸のリｯジを

登って行くが途中で上がり過ぎたので、下へ戻りトイ状の両壁に足と手を突っ張り突破す

る。ここまで来ると入渓前の不安な気持ちは、どこへやら俄然楽しくなって来ました！そ

の後鬱蒼とした木々の中を進むと右手に人工的な石垣が見える。 
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造林小屋の跡らしいが林業が廃れて小屋も無くなってしまったのだろうか？良く見れば沢

にも倒木がかなり在る、水自体は綺麗だし魚影もかなり見られるのだが木が覆い被さって

いるのと落ち葉が底に溜まっていたりするので暗く隠滅とした雰囲気が漂う。曇っている

からか、黒い岩や川床を眺め「暗いねぇ」と話しながら歩いていくと広い釜を持った魚止

めの滝が出て来た、私は右から沼田さんは左から釜をヘつり水流の両脇から滝を登る、

初見た感じでは左側の方が楽そうだったが、いざ取り付いてみると右側も拍子抜けする程

楽に登れた。その後 4mナメ滝をクリアすると本日のメインである 9mの滝が下に 2mの小滝

を従え出現する。 

計画書を出した時点では松浦さんに巻くようにと言われていたのですが、やはり目の前に

すると登りたくなってしまう。取り敢えず廻りを観察すると左からは巻き気味に登れそう

だが苔や落ち葉に泥がかなり載っていそうだ、滝右側を見てみると途中で若干被り気味に

なるが、手足を置いたであろう箇所が白く見えるので小さいながらもホールド･スタンス

は在りそうだ。後続も居ないし時計を見ると未だ 10:25 で時間はタップリある、ここ迄ほ

ぼ直登で来ているし何より挑戦してみたいと言うのが本音なので、様子を見ながら登って

みる事にして取り付いてみると、あっさり登れてしまった!!沼田さんも登って来た時点で

時計を見ると 10:40、折角ザイルを持って来たのだから懸垂下降と確保の練習をしようと

いう事になり大きな岩に支点をセットしてザイルを降ろした。支点を取った大岩を揺らし

たり支点に体重をかけてみたりして点検した後、懸垂下降の準備をする。ここでの事故は

会に迷惑を掛けるのでエイト環のバックアップにペツルのシャントをセットして下降を開

始する。緊張からかギコチないが 2m 程降りるとコツを思い出しスムーズに降りる事が出

来た。降りたら合図をして上で確保してもらいながら登り返す練習を交代で 2 回程行った。

その後場所を変え左側でもやったのですが、ザイルが岩に擦れるのと足場やホールドが思

った以上に悪いし、何より私が登っている 中にホールドが欠けて滝壷に落ちたので、

早々に切り上げ昼食を取る。 初は思った程冷たく無いと思っていたが行動を止めると途

端に寒くなるので、昼食後すぐ残りを遡上し遡行終了としたのですが、帰りの遊歩道が見

当たらない…遡行図を確認して、もう一度左岸上をよく見ると道標が落ちているのが見え

たので登って行って見ると遊歩道と言うよりは崩壊した登山道がある、これでは遊歩道じ

ゃ無いだろうと思いながら登って来た沢を遥か下に見ながら下って行く。小一時間歩いて

無事駐車場に辿り着き着替えをしようとした所、本日一番の超難関出現！子連れ家族の登

山者が駐車場付近で休憩をしているので着替えに踏み切れ無い、散々躊躇したが面倒にな

り裸体を晒して着替え完了。帰りに道の駅大滝の湯遊館に寄り、冷えた体を温めてから帰

路に着きました。帰宅後ビールを一口飲み腕時計を外すと、無事遡行を終了出来て心底ホ

ッとした。リーダーの方々は毎回こんな思いをしていたのかなと過去の山行を振り返ると

「君達に怪我をさせたら。私は親御さんや奥さんに会わせる顔が無い」と言った松浦さん

の言葉や「知らない場所に地図だけで会の人達を連れて行く自信はあるか？」と言った園

木さんの言葉を思い出していた。会に入ってからは毎回連れて行ってもらっているだけで、

リーダーの方々の苦労を知らずにいたので今回の沢登りは大変勉強になりました。今後は

安全に無理をせずに山行を実施していきたいと思い直したのに加え、今迄の総てのリーダ

ー全員に改めて感謝し直した次第です。 
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岩木山・八甲田山 東北百名山 4 座(１、２日目) 

記：山口敏雄 

★日時・・・・２０１０年９月２３日～２４日 

★メンバー・・L 山口裕史、山口敏雄、会員外１ 

９月２３日 岩木山（１６２５M 津軽富士） 

★コース（登り百沢口コース・下り嶽温泉コース 計６時間３０分） 

7：30 岩木山神社～7：45 桜林公園・スキー場～七曲り・カラスの休場～8：35 鼻コクリ～

8：50 姥石～9：23 焼止り避難小屋～10:30 錫杖清水～10：50 種蒔田代～11：00 鳳鳴ヒュ

ッテ～おみ坂・馬頭観音～11：20 頂上、休憩 11：50 発～12：03 みくら石（鳥海山との鞍

部）12：25 八合目・岩木山スカイライン終点（昼食）12：50～ブナ林～14：00 嶽温泉到着 

 

 当初、北アルプスの立山三山と剣岳登山を予定していたが、台風来襲による悪天候が予

想されたため急遽東北１００名山に変更し、岩木山・八甲田山・岩手山・八幡平を回るこ

ととなった。 

 

岩木山へ 

 ９月２２日夜１０時に草加を出発し東北自動車

道を北上、福島県に入ると雨が降り出してこれま

でに経験したことのないほどの雷雨の中をひたす

ら走り、仙台・盛岡を過ぎ大鰐弘前 IC にて一般道

に下り、弘前市街を抜けるとリンゴ畑の上に立派

な岩木山が聳えていた。 

 岩木山神社の先の公営駐車場に車を止めて岩木

山神社経由で登山口に向かった。神社入口では参

道正面の鳥居の上に岩木山山頂が望まれて神々し

い。津軽藩主の篤い尊崇を受け立派な楼門、拝殿、本殿を連ねた岩木山神社に参拝した後、

神社の境内から桜林キャンプ場・スキー場を過ぎ山道に入り、七曲り・カラスの休場・鼻

コクリ（鼻をこする程の急坂）を過ぎ姥石にて休憩。焼止り避難小屋を過ぎ、沢伝いの岩

だらけの急坂を三点確保で喘ぎ喘ぎ登ること１時間で坊主転がしを過ぎて錫杖清水にて一

服。とても冷たい水が実に美味い。ひと

登りで農家の人が豊作を祈る種蒔苗代と

いう山上の池に着く。はるか上方左手に

は鳥海山、その鞍部に大きなみくら石が

見える。池の左手から急坂を登ると嶽温

泉からの登山コースと合流する。スカイ

ラインと登山リフトを利用したであろう

と思われる登山客でいっぱいである。鳳

鳴小屋を過ぎ、数珠繋ぎの岩場の登山道
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を登りきって一等三角点の岩木山山頂に到着。独立峰である山頂からは、日本海、津軽半

島、津軽平野、弘前・青森市街、八甲田連峰・白神山地と３６０度の大展望を満喫し、ガ

スが出てきたので下山開始。下りは嶽温泉コースをとり八合目のスカイライン終点にて昼

食。嶽温泉コースは登山者が少なく荒れ気味で展望はほとんど無いが、気持ちの良いブナ

林などの林間コースである。 

 嶽温泉からバス利用で岩木山神社まで戻り、百沢温泉にて温泉を堪能した後、弘前市に

て弘前城・ねぷた村を観光し、津軽三味線の生演奏に感動した。夕食を済まして八甲田山

の酢ヶ湯キャンプ場にてテント泊。遅く着いたので、特別に管理棟の入口ベランダにテン

トを張ることが出来てラッキーであった。 

 

八甲田山 

★コース 

6：30 酸ヶ湯温泉発～7：40 地獄湯沢～8：12 仙人岱ヒュッテ～8：26 八甲田清水～8：55

鏡池～9：00 大岳山頂 9：15 発～9：40 大岳避難小屋（休憩）～10：37 上毛無岱～11：06

下毛無岱（待合せ休憩）12：07 発～12：50 酸ヶ湯温泉到着 

 

 ９月２４日、天気はいまいちだが雨は大丈夫の模様である。酢ヶ湯温泉駐車場に車を置

き、八甲田神社登山口から仙人岱を目指して出発し、ブナ、ナナカマド、オオカメノキな

どの樹林帯を過ぎ、硫化水素の匂いのする地獄湯沢過ぎるとハイマツ、アオモリトドマツ

の林に入り、しばらくすると視界がパッと開

け正面に小岳、左に八甲田大岳を望む仙人岱 

に到着。仙人岱入口の右手の小高い丘には実

に気持ちのいい仙人岱ヒュッテがあり、高田

大岳・小岳・南八甲田連峰が望まれ２～３日

ほど泊まりたい別天地である。仙人岱には八

甲田清水があり、木道が敷かれた湿原は花の

季節ならば高山植物で埋め尽くされるであろ

う素晴らしいロケーションであった。 

 アオモリトドマツの林を抜けハイマツ帯に入り、ガレ場状の急坂を登り直径３０メート

ルほどの鏡池に到着し小休止。鏡池からひと登りで火口壁で、さらに八甲田山神社がある

大岳山頂である。山頂は風が強く実に寒い。頬がこわばり、鼻水と涙が出て手袋をしてい

ても手が凍え全身が冷えてジッとしていられない。しかし山頂からの展望は、北に津軽湾・

青森市街、西に津軽平野と岩木山、南に南八甲田連峰、東に小岳・高田大岳の山々と絶景

であった。 

 寒さのせいか左足膝が痛みだし、なんとか大岳と井戸岳の鞍部にある大岳避難小屋まで

下りたが、私は井戸岳・赤倉岳縦走はあきらめざるを得ず、休憩の後一人別れて上毛無岱

に下った。紅葉はようやく色付き始めたばかりだが、草原は目が覚めるばかりの草紅葉で

見事であった。上毛無岱から下毛無岱へは５０メートルほどの段差があり、木製梯子の途
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中からの下毛無岱の展望が開け、紅葉が 盛期の頃に是非もう一度来たい想いであった。 

下毛無岱の木道休憩所にて北八甲田縦走組と待ち合わせて、酸ヶ湯温泉に下山した。 

 念願の酸ヶ湯の大浴

場に入った後、奥入瀬

渓流・十和田湖経由で

次の目的地の岩手山麓 

の滝沢キャンプ場を目

指した。 

 東北地方の日本１０

０名山のうち、まだ登

っていなかった岩木山

と八甲田大岳に登るこ

とが出来、温泉も満喫

することが出来て充実した山行であった。 

 

 

 

 

 

岩手山・八幡平 東北百名山４座（３，４日目） 

記：山口裕史 

◆日時：２０１０年９月２５日～２６日 

◆メンバー：L 山口裕史、山口敏雄、会員外１ 

◆コース：岩手山 ＜登り：馬返しコース・下り：焼走りコース 6 時間 40 分＞ 

馬返し上部登山口 5:30→0.5 号目 6:00→1 合目 6:13→2 合目 6:26→3 合目 6:42→4 行目

6:53→5合目7:09→6合目7:15→7号目7:58→8号目非難小屋(小休止)8:05→不動平8:33→

お鉢取付き8:44→岩手山頂9:00→9:33平笠不動避難小屋(小休止)9:50→ツルハシ10:17→

第一噴火口 10;40→第二噴火口 10:54→焼走り登山口 12:10 

 

★岩手山へ 

八甲田山に登った後、奥入瀬渓谷・十和田湖を観光して岩手山パーキングで夕食を済ませ、

岩手山馬返し登山口に到着したのは 20:00 過ぎ。やはり観光をすると時間は押してしまう

が、せっかく東北まで来たのならと思う。登山口キャンプ場にテントを張り、酒盛りをし

翌日に備えた。 

早朝、駐車場から岩手山を望むも 5 合目付近まで雲に覆われている。台風が接近している

のが影響しているらしく、心配しながらも朝食を食べる。父親が岩木山下山時から足の調

上毛無岱の草紅葉と大岳 
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子が悪く、今回は見送ると言うことでせっかくなので違うコースに迎えに来てもらうよう

お願いし、登り馬返し登山口、下り焼走り登山口となった。 

馬返しコースは旧道と新道が入り組んでいるが一貫して旧道を登ることにする。暫く登っ

ていると 7 合目付近までガスが上がり 4 合目以上からは展望が開けた。展望があると山登

りは気持ちが良い。流石独立峰である岩手山だ。この調子でガスが切れることを祈るが 7

合目からはスッカリとガスに覆われる。 

8 合目避難小屋に到着するといきなり「ドーン」という音が響き渡る。ガスに巻かれ強風

吹きすさぶ中だったので、雷かと大慌てする。が、心配をよそに馬返しコースの裾野に広

がる自衛隊の演習による音だったようだ。大迫力の音に本当に驚いた。 

この時点で気温 0℃を切る。8 合目からはそれほど風がなくなり安心したが、噴火口をめ

ぐって山頂に行くルートに至り、猛烈な強風に会

う。歩くのも厳しい位で山頂を断念しようかと思

ったが、焼走りコースを利用するためには、どち

らにせよ噴火口周囲を歩かなければならないので

意を決して進む。 

強風により体感温度は-10℃以下だったが、15 分

悪戦しながらようやく山頂へ到着した。山頂はガ

スで何も見えず、あらゆる角度で強風が吹きすさ

ぶ中で、留まることもできずそそくさと下山を開

始した。 

焼走りコースに入ると直ぐ風は落ち着いたが、非難小屋まで急いで降りる。避難小屋は清

潔で明るく、ホッと一息できた。これから登る人が 3 名ほどいたので山頂の様子を説明し

てくれぐれも注意するように声をかけた。 

ツルハシから先の下山道はコマクサの群生

があり、見頃の時期に是非とも来たいと思

わせるほど。歩きやすいし焼走りコースは

なかなか良いと思う。 

今回は山頂からの展望が全くなかったた

め、完登できた印象が薄い。岩手山、今度

は晴天のコマクサの季節にもう一度登ろう

と思う。下山後、翌日の八幡平に登るべく

松川温泉のキャンプ場へ急いだ。 

★八幡平へ 

◆コースタイム:3 時間 

茶臼岳登山口 7:00→茶臼山荘 7:30→茶臼岳 7:40→茶臼山荘 7:50→黒谷地 8:05→源田森

8:40→陵雲荘(小休止)9:10→展望台 9:20→八幡平山頂 9:30→めがね沼 9:45→山頂駐車場

10:00 

松川キャンプ場にて一夜を過ごし、東北 4 座山行も 後を迎える。天気は上々だが寒い 
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昨日に続き父親は八幡平の周辺歩きだけでよいとのことで、2 人で茶臼岳まで車で送って

もらった。源田森合流の約束をし、いざ茶臼岳登山口に入る。 

山道は石が敷き詰められていたり、木道が舗装されていたりと今回の 4 座の中では一番

歩きやすい山だった。やはり観光客が歩けるように配慮しているのだろう。 

茶臼岳の山頂に立つと昨日登った岩手山が正面に大きく見える。昨日はガスで覆われてい

たのに山頂が良く見える。出来ればこういう時に登りたいと恨め

しく思うが仕方がない。 

源田森に向かう途中、あっと言う間に雲がかかりつかの間粉雪

っぽいものが舞い降りた。寒くて驚いたが今シーズン初でちょっ

と嬉しかった。途中人通りが少ないのでサクサク進むと、コース

タイムよりかなり早く源田森に到着。5 分もしないうちにメンバ

ーが到着して合流し記念撮影する。 

八幡沼に向けての湿原は草紅葉の間を通る木道歩きで気持ちが

良い。八甲田の湿原も良かったが、こちらは八幡沼の景色も良か

った。 

終日、早めに切り上げて渋滞前に帰るつもりだったが、下山

後に寄った籐七温泉が気持ちよかったために 1 時間以上長いして

しまった。お陰で渋滞につかまり帰りはなかなか遠かったが充実

した 4 日間となっ※籐七温泉のお湯ですが、後日 2 日間位温泉の

匂いが抜けず満員電車で隣になった人は困ったのではないかと心配になる。それでももう

一度入りたい温泉だ。 
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（2530.3Ｍ） 

記：小野寺英子 

日 時 ：平成 22 年 9 月 25 日（土） 

参加者：Ｌ小野寺、松田、張替、大木 

【コース】 松原団地 5：00＝外環＝関越道＝上信越道＝佐久ＩＣ＝女神茶屋駐車場 

蓼科山登山口 9:00～森林限界 11：30～蓼科山頂上 12：00（昼食）12：40~森林限界 

13：00～蓼科山登山口 13：20 

以前から憧れてた山、いつも北八ヶ岳から見えたどっしりとした山。一週間前から長

野の予報が台風の影響で目まぐるしく変わる中、前日の早い時間からメンバーの行くの?

台風来てるよ･･･のＴＥＬ。ギリギリ前夜 7 時の予報で「少々の雨が残るようだが、昼頃

から晴れる」と言う。どうしても諦められず、ゴーサインをメンバーに伝える。不安はバ

ッチリ有ったよ･･･だって松田さんの車バッチリ【新車】だもん！！ 

朝起きたら、な・なんと土砂降りの雨！！バカな私は昨日一日中、長野の天気だけに気

を取られて、出発時の地元の予報は頭に無かったのだ！雨、それも台風の通過時だった！！ 

ああぁ･･･やっぱり、メンバーは集合の松原団地で本当に行くの･･･？？ 

それでも諦められない私は、皆さんにきっと晴れるから･･･と気を取り直してもらい、出

発！（云ってもダメだって･･･か？） 

すぐに雨は小降りになり、上信越道に入った頃には上がってくれた。ヤッター！！ 

女神（メノカミ）茶屋登山口に着いたらすっかり晴れていた。女神茶屋は閉まってる。 

駐車場には車が数台停まっていた。 

お天気に気を良くして、すぐに笹ヤブの中を歩き始め樹林帯に入る。少し行くと平坦に

なるがすぐに、大きな岩と石のゴロゴロした急な登りが続く、森林限界を目指して晴れて

来た山道を登る。途中下山して来た単独行の男性が 6 時から登ったが頂上はガスと寒さで

凄い状態、蓼科山ヒュッテが見つからず危なく迷いそうになったと話してた。遅い方が今

日はいい筈とゆっくり目に登るが森林限界は中々現れない。上を見ると涸れた木々がある

今度こそ･･･と 4 回ほど繰り返してやっと出た！あれっ、目の前は大きな岩ばかりの頂上

じゃあ～りませんか！呆気にとられてしまった。 

ならば…と登山道を無視して、直登で頂上へ行く、大勢の人達が休んでる。 

頂上は広く、一周出来そうで方位盤も見える･･･が、ガスもかかり、楽しみの 360°の展望

とは行かず残念！！記念写真をパチリと撮り、寒いので岩陰を見つけて昼食。 

下山はヒュッテの前を通り、きっちりと登山道に沿って急な下りを転ばぬように神経を

集中させながら･･･下る。時折振り返ると凄い急降下だ！やっと笹ヤブに辿り着き、ホッと

する。全員無事に降りられた。このコースは会う人も少なく、しかも単独行が多く、一番

厳しいコースだったようです。 

白樺湖の畔の“すずらんの湯”に浸かり、一息ついて帰途に着いた。 

メンバーの皆さん本当に朝の悪天候の中、よくぞ付き合って呉れました。何度も何度も有

難う（合掌）。松田さん乗り心地 高の新車で有難う御座いました！！ 

ず～っと課題だった蓼科山 高･･･バンザ～イ！！ 
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公開バスハイク竜ヶ岳下見山行 

記 関口 勝造 

 

日 程     平成２２年１０月２日（日） 

メンバー    L、関口（勝）、山口（裕）、八並、新島、関口（美）、 

コース     車、松原（5:25）＝首都高＝中央道＝河口湖 IC（6:55）＝R139 

         

 一ヵ月後の本番に備えての下見山行です。 

本栖湖湖畔に有る本栖湖駐車場に着く。バスが待機できる広さを確認し割石峠に向かう、

割石峠に着き駐車場を確認し、装備身支度して、登山口まで数分歩く。 

割石峠から本栖湖駐車場に下山するコースを下見する。  

割石峠登山口（8:30）を入りすぐにトイレが有るバス一台の人数では小さい、分岐までは

東海自然歩道となっている、それほど登りは無く４０分ほど歩いても分岐につかない、 

地図には４０分と書いてあるのだが。先ほどトイレ休憩１０分として、５０分になっても、

分岐がみえない。ようやく６０分で分岐に着く、ここから登りになる。 

端足峠（10:10）ここから本栖湖、そして竜ヶ岳が見えた。すこし下ろされ泥濘を行く、当

日この辺に霜柱が出来たら、やっかいだ。 

それほどきつくない斜面を登り、竜ヶ岳（11:00）に着く。 

山頂で昼食を摂りながら、

裕史さんが本栖湖の湖畔を

歩けないか確認したいと提

案がありまだ時間があるの

で、実行するにする。 

山頂で二手に分かれて下山

する予定を変えて、本栖湖

駐車場に下山する途中の石

仏（12:20）まで全員一緒に

行き、其処から裕史さんは

分かれて、車が有る割石峠

登山口駐車場まで走り、私

たちは本栖湖駐車場（13:25）に下山した、此処で裕史さんから車に着いた連絡が入る、本

栖湖湖畔を見たが湖畔を歩ける道は無い。 

当日悪天候の場合を考え富岳風穴、鳴沢氷穴そして青木が原樹海遊歩道を下見する。 

後にいずみの湯で団体予約をして今日の下見を終える。 

帰りの車の中で、実行委員会議をして決めてない事をきめて帰路に着く。 

後は当日の天気。 
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筑波山 （８８７m） 

                            黒澤 登美江 

 

■日程   平成 22 年 10 月 2 日（土） 

■メンバー L 黒澤、山本、」下川、小野寺、上原、大門 

■行程   松原団地 6:30・・・常磐道・・・登山口 8:30・・・分岐 8:50・・弁慶茶屋

跡・・・10:20・・・女体山山頂 11;40・・・昼食・・弁慶茶屋跡 12:20…つつじヶ丘 13:00・・

分岐 13:15・・・神社登山口 13:30・・・栗ひろい・・・松原団地 

 

今回の筑波山は栗ひろいが主です。   

天気予報で早くから日曜日は雨 70%なので急きょ土曜日に変更して、阿部さん大木さんに

は悪かったのですが決行しました。 

急なので、車の手配がつかず山の会はじめての貨物トラック(下川さん)での山行となった。 

年に何回もの筑波山なので本当に変化もなく、幼稚園の子供たちと今流行の山ガール、そ

れと相変わらずの中高年で、大賑わいの山でした。 

もう花もなく、岩にこびりつく様に咲く大文字草を立派なカメラで撮っている人が印象的

でした。紅葉の頃になればこの筑波山も結構見応えがあるのだけど・・・ 

山頂は天気も良く関東平野を眺めることが出来、まあまあでした。 

いつも女体山をピストンするのですが、つつじヶ丘へ下るコースをとり、ゆるやかな下り

坂をのんびりと駐車場まで下りて、トイレ休憩をしソフトクリーム食べ、ゆるーい階段状

になっている道を分岐まで来て神社登山口に着いた。 

このコースなら 80 歳を過ぎても筑波山は楽しめるかも？？ 

今回はいつもの温泉にも入らずに栗拾いと急いだ。 

今年は栗も思いのほか有り、私の実家でお茶をして帰ってきました。 

皆さんお疲れさまでした。 トラックの乗り心地は良かったですよ。 
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篭ノ登山・米子大瀑布 

（会員バスハイク 1 班） 
                           記：磯川 剛 

●期日：２０１０年１０月９日（土）～１０日（日） 

●メンバー：１班 L 石井（美）・新島・千葉・中島・小林（い）・阿部・磯川 

 

今年、草加山の会に入会させていただき、これまで数回山行には行ったが、まだご一緒

させていただいていない方も多い。そのような方々とお話できるのも自分にとってとても

楽しみであり、今回会員バスハイクに参加させていただいた。 

 一日目、曇り空の中から篭の登山ハイクスタート。スタート地点の高峰温泉は春に黒斑

山残雪登山に来た場所だ。たった半年前のことだが、なつかしい。登り出し地点ではまだ

雨が降っていなかったが、各々雨具を着ていた。結果そのとおり、その後雨となった。し

かし雨の中のハイクも楽しい。各班の順番が入れ替わるたびに声を掛け合い安全を確認し

あった。そして歩きながらは、山のことはもちろん、日常のことについての話など話題が

尽きない。雨の中でも笑い声があふれていた。しかし残念ながら天候の回復が見込めず、

途中で予定変更して、海野宿観光の後、宿に向かうことになった。 

 海野宿には伝統的建造物が多く、歩くだけでタイムスリップしてしまったようである。

自分は卯建（うだつ）を初めて見て、「ウダツが上がらない」のウダツの意味を初めて知っ

た。なるほど～である。 

 そして宿へ。今回泊まる常磐館には宿専用の登山電車があった。もちろんびっくりした

が、それよりもバスから運び入れる酒の量にびっくりした。部屋割の後、早速温泉へ。せ

っかくなので登山電車に乗ってみた。それは急斜面をゆっくり登っていった。なんか懐か

しい動きであった。露天風呂にて疲れを癒し、というかあまり歩いていないので、胃腸を

整え飲む準備をして部屋に戻った。すでに、ある部屋を会場と定め酒宴が始まっていた。

どんどん人数が増え、ものすごい数になっていった。一部屋に入った人数として、この宿

の 高記録を叩き出したのではなかろうか。 

 さて、二日目。天候はみごとに回復して米子大瀑布に向かう。自分は聞いたことがない

場所だったので、地元にあるちょっと有名な滝かな？くらいにしか思っていなかったが、

予想を覆すほどの美しさ、雄大さであった。感想を言えばちょっと日本っぽくない。そん

な景色を眺めながら食べた松茸弁当は本当においしかった。食後には辺りで生えている山

ぶどうのデザート付きである。ぜいたくな昼食であった。 

 この二日間いろいろな方とお話させていただき、石井リーダーをはじめ、班の方々

にも山の歩き方、人生哲学などなど色々教えていただき、ありがとうございました。本当

に楽しいバスハイクでした。そして企画運営していただいた実行委員の皆様にも感謝した

いと思います。また今後もいろいろな方と山歩きができることを楽しみにしております。

ありがとうございました。 
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   「篭の登山」と「米子大瀑布」 会員バスハイク２班 

      

 記：松井 多喜雄 

■メンバー Ｌ杉山、浅井(昭)、黒沢、小野寺、山崎、松井 

９日(土) 

 松原団地西口 5 時 30 分集合。自分は足が確保できず、ぎりぎりの参加でしたが、久しぶ

りの山行でとても楽しみにしておりました。朝からの雨でしたが登山口に着くころには晴

れてくると信じて、バスは一路長野に向けて順調に走っております。 

途中、上信越道(甘楽 PA にてトイレ休憩)をして、バスは高峰温泉(登山口)へと車を走ら

せました。道はどんどん狭くなり、Ｕターンが出来るのだろうかと心配しておりましたが、

何とか登山口に着く事が出来ました。途中の山は若干の紅葉は見られましたが、まだ早い

かなぁーと思いました。登山口では雨もやみ、朝食する人、トイレ、登山の準備をしてほ

ぼ予定時間には各班毎に水の塔山に向けて歩き出しました。途中標高が進むにつれて、ガ

スもかかり霧雨も降り出して、雨具を着ての山行になりました。「水の塔山・篭の登山」は

今回 2 回目で、前回は 10 年以上前で、天気は快晴だったような気がします。 

天気の関係でコース変更がありましたが、Ｌ杉山さん、ＳＬ浅井昭さん、他素晴らしい

メンバーに恵まれ楽しいハイキングが出来ました。有難う御座います。 

また天気も悪く、早めに麓の菱野温泉の登山電車で行く絶景の露店風呂の宿「常盤館」

で汗を流し、部屋にて宴会となりました。宴会部長の石井さんが病み上がりとのこと、何

時もより宴会も少し盛り上がりにかけておりました。部屋で楽しんでいるうちに夕食の時

間となり、席順の抽選で自分の席に着き、久しぶりに会う仲間も多く楽しいひと時を過ご

すことが出来ました。有難う御座いました。夕食後、風呂に入り宴会部屋にてビール・焼

酎をいただき床に就きました。 

10 日(日) 

 今日は日本の滝 100 選「米子大瀑布」の散策を楽しみ、

実行委員の手配して下さった「マツタケご飯弁当」を堪能

しました。ご馳走様でした。 

その後「湯っ蔵んど」にて汗を流し、それぞれ土産を買

って、草加に向けてバスは帰路に着きました。バスの中で

はビール・焼酎をいただき、恒例の時間当てゲームを楽し

み無事に草加に着きました。松原駅にてラーメンを食べて

帰路に着きました。皆さん有難う。 

実行委員：山口(敏)さん、山本さん、小林(い)さん、大

門さん、お疲れ様でした。Ｌ杉山さん、ＳＬ浅井(昭)、黒

沢さん、小野寺さん、山崎さん、有難う！！ 

浅井（ゆ）さん、バスハイクお誘いの手紙有難う。 
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                 会員バスハイク ３班 記：坂口健二 

 

■メンバーＬ山口(裕)、ＳＬ畑野、松浦、大木、坂口、（会員の友達 2 名、田中・石井) 

 

 バスハイク当日は天気が悪く家を出るときから小雨が降り、それでも集合場所の松原で

は小雨も止んで、早くから来ている実行委員の人たちは準備に追われている様子でした。 

 5:30 頃には参加者全員が揃い定刻通り出発しました。 

途中ＰＡでトイレ休憩を取り、8:40 頃高

峰温泉駐車場に着きました。 

今にも降り出しそうな空模様の中、全員

身支度をし各班ごと出発しました。歩き

始めて 30～40 分した頃から雨が降り出

し、水の塔に着いた時には雨風が強くな

り、これ以上は無理とのことで予定を変

更し、今日の行程を兎平駐車場までとし

てバスを駐車場へ回してもらうことにな

りました。駐車場の休憩場で昼食をとり

旅館へ向かうことにしたのですが、まだ時間が早いので途中海野宿へ寄り、4:00 頃宿に着

きました。 

翌日は 7:00 に朝食をとり、8:30 出発、米子大瀑布へ向う。 

1 時間半ほどで、『湯っ蔵んど』に着き、ここでタクシーに乗り換えて米子大瀑布駐車場へ。

途中天気も良くなり、紅葉し始めた山並みが美しい。今日は滝めぐり一周２時間ほどの散

策コース。駐車場から歩き始めて 30 分で不動滝。ここは滝の直下まで行けてとても素晴ら

しい。見上げると白糸のよう

に水しぶきが落ちて来る。 

午後 1:30 頃駐車場にもど

り、『湯っ蔵んど』で 2 日間の

疲れを流して、一路草加へ向

う。今回は天気が悪く山はい

まいちだったけど、皆といる

ととても楽しい。 

実行委員の皆さんありがとう。 
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『2010 会員バスハイクに参加して』 

 記：染谷 

〔４班〕 Ｌ：八並，ＳＬ：鈴木(廣)，芳野，関口，浅井(祐)，大門，染谷 

 

１０／９ 

 春に桜を見に行ったきり久し振りの山行となる。  

 計画通り松原団地駅を出発し、高峰温泉迄バスで入る。身支度後出発するが、天候は曇

り、いつ降り出してもおかしく無いような空模様だ。大半の人たちは雨具、ロングスパッ

ツ着用のいでたちであるがものぐさの私は途中から着ける事になる。 

 水ノ塔山（９：２５）、篭ノ登山（１１：２５）に着く頃は雨具着用となり天候の快復は

望めず、兎平駐車場で全員合流、実行委員の方々の計らいで本日の予定変更、急遽バスを

呼び寄せることになり菱野温泉直行となったのである。会員バスハイクは天候に恵まれな

いようである。宿では、例のごとく、温泉、宴会での盛り上がりと楽しい一夜を過ごすこ

とが出来たのである。   

 

１０／９ 

 朝方まで降っていた雨も、快復の兆しが見え、本日のメインイベント、日本の滝百選『米

子大瀑布』の散策（トレッキング）へ出発、登山口までは大型バスは規制されて入れず、

ジャンボタクシー４台、タクシー２台に分乗する。昨日歩き足りなかった？分足取りは快

調だ、不動滝、権現滝と２連の滝も珍しくさすが日本百選滝に選ばれただけに素晴らしか

った。又、『米子不動尊』も日本三大不動尊に選ばれてい

るとの事である。 

帰路、米子大瀑布のビューポイントの標柱前で集合写真

をおさめた。中々個人では入りにくいところである。米

子鉱山跡地付近で昼食とるのであるが、素晴らしい景勝

地に、昔栄えた面影を偲びながらバスに戻る。（山ぶどう

がたくさん有りました） 

 温泉と帰路のバス宴会で有意義な二日を十分堪能出来、

実行委員長をはじめ実行委員の方々、大変お世話になり

有難う御座いました。 
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                 会員バスハイク 5 班 

                             記：木原 初枝 

■日 時  平成 22 年 10 月 9～10 日 

■メンバー Ｌ鈴木(勝)、ＳＬ青柳、下川、松田、山本、鈴木(里)、田村、木原 

 

9 日(土) 

松原団地 5 時 40 分。43 名を乗せバスが

発車した。高速道路は大きな渋滞もなく

高峰温泉に着く。しかし天気が良くない。

歩き出してまもなく雨が降り出してきて、

しっかり上下雨具をつける。このコース

晴れていたら展望もよく楽しいのですが

残念です。 

水の塔山山頂あたりから雨が強くなり、 

滑りやすくなった登山道に気を付けなが

ら立ち休み程度で篭の登山山頂に着き、

記念写真を撮りすぐに下山する。兎平駐車場まで歩く。 

駐車場にある小屋で昼食をとる。 

やっぱり山での雨はいやですね～ 

 

10 日(日) 

昨夜温泉を堪能し、今日は米子

大瀑布のハイキング渓谷歩きで

す。 

雨も上がりさわやかです。 

二本の滝を眺めながら、自然の

絶景に見入ってしまう。 

高の眺めの場所で、マツタケ

入りの弁当を食べる。 

ゆっくりしていたい場所ですが、

トイレをすませて出発です。 

登山道で山ブドウを見つけほお

ばる。渋さが自然の味がして懐

かしかった。 

帰路も紅葉には少々早かったですが、それなりにとても楽しかったです。 

同行の皆さんありがとうございました。 
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会員バスハイク「篭ノ登山」6 班の思い出 

10 月 9 日(土)～10 日(日) 

メンバー：Ｌ.平野、SL.浅古、前田、山口(敏)、張替、関口(美)、石井(文) 7 名 

コースタイム：(9 日)松原団地 5：40－登山口発 9：25…水ノ塔山着 10：35… 

篭の登山着 11：30…兎平駐車場着 12：05－海野宿散策－菱野温泉 

(10 日)米子大瀑布駐車場発 11：05…不動滝…権現滝…駐車場 13：30－松原 19：45 

 

9 日(土) 予定より早い時間にバスは、高峰温泉登山口に到着し、6 班の人達と顔を合わ

せる。私は 4 月の百蔵山登山以来 6 ヵ月ぶりでみんなについていけるか、足手まといにな

らないか心配でした。 

天候は曇り、このまま下山まで雨が降らない

様にと思っていたが、天気予報どおり雨が激

しくなってきました。でもマツムシソウや赤

い実、黒い実、白い実の高山植物が見られ雨

の中でも目の保養になりました。 

風も強くなり水の塔山頂では、写真を撮りす

ぐに出発雨はますます激しく降り、晴れてい

れば、がれた斜面の醍醐味が味わえるが今は

ガスの中、雨の当たらない林の中で、休憩し１０分ほど登ったら篭ノ塔山山頂に到着、ま

すます雨風冷たくて写真をとり早々に下山、兎平で休憩所がありそこで昼食、実行委員の

話し合いで、地蔵峠までの山行は取り止め、バスを兎平まで迎えに来てもらうことにしま

した。以前一般バスハイクの時も雨の中の登山だったので晴れている時に歩いてみたいと

思いました。 

 10 日(日）米子大瀑布は歩程２時間のコースということです。バスからタクシーに乗り

換えましたが、6 班は、他の班に分かれて乗り込みました。私と張替さんは、2 班と一緒

でした。車窓からの眺めは紅葉が綺麗で大台ケ原に似ていると小野寺さん黒沢さんと話し

ました。 

海抜 1300ｍにある売店から出発です。今日も前田さんが先頭を歩きます。ジグザグの登り

道あり、お寺ありで、30 分ほどで不動滝の到着滝の飛ぶきが強かったです。 

海抜 1450ｍ、落差 85ｍその右側には黒滝が流れはほそいですがみられました。 

階段を降りすぐに権現滝があり紅葉ごしに滝がみられました。 

そこから階段を下って橋を渡ると広い鉱山跡地にでて、そこから不動滝、権現滝両方眺め

られ天気も快晴、気温も上がり、美味しいまつたけ弁当をたべ、ゆったりした時間をすご

し、全員の集合写真をとり下山、30 分で登山口につきました。 

 6 班は前田さん四国遍路を終え、お遍路の先達さんように歩いていたのが印象深かった

です。平野リーダーご苦労様でした。            記：石井文子 

～秋山に 静かに咲いた 松虫草 雨のなか～  作：張替  
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苗場山（2,145m）紅葉を求めて 

記：山口裕史 

◆山行日：２０１０年１０月１６日（土曜） 

◆メンバー：L 山口（裕）、会員外 （敬称略） 

◆コース：:7 時間 15 分(休憩込み) 

5:40 祓川登山口 6:05→和田小屋 6:25→六合目 6:50→7:10 下ノ芝(朝飯)7:20→中ノ芝

7:45→上ノ芝 8:00→神楽ヶ峰 8:20→雷清水 8:30→鞍部(休止)8:50→苗場山頂 9:25→9:45

湿原を見渡す広場(昼飯)10:30→雷清水 11:15→神楽ヶ峰 11:30→上ノ芝 11:40→中ノ芝

11:50→下ノ芝 12:20→和田小屋 13:00→祓川登山口 13:20 

 

前週のバスハイクが軽めの山行になってしまったので紅葉を求めて大きな山に登ろうと思

い、急遽まだ登ったことのない苗場山に行くことに決めました。 

登山口から下ノ芝付近まではが紅葉の見頃。

赤に黄に彩られなかなか歩が進まなかった。

惜しむらくは展望が効く場所がないこと。

下ノ芝から山頂までは既に紅葉が終わって

いるが、眼下に見下ろすと赤く彩られた樹

林帯が見事だったし、草紅葉も素晴らしい。

特に山頂付近の池溏が点在する湿原帯は一

見の価値有り。 

赤倉山、佐武流山、白砂山や谷川連峰まで登りたい山が目白押しに見えた。山小屋の人に

聞いたら、先週土曜日の風雨で葉が結構飛ばされてしまったらしい。先週の籠ノ登山での

状況を考えて納得。毎年思うが紅葉の見頃に出会うのは本当に難しい。 

山頂では結構暖かく我慢できずに 550

円のビールを購入して乾杯。良い天気

の時にはビールが本当に旨い。昼休憩

中に晴れていた天気が 30 分もすると

一気に雲がかかってきて、下山時には

ガスの中へ。谷川でも何回か天候急変

にあうが、この地域の気象の変わりや

すさを改めて体感した。登り始めが遅

かった人は苗場山の見事な姿が見れな

く残念だろう。苗場に登るなら雷清水付近から見る苗場山の雄大な姿を眺めたいものだ。

下山時、和田小屋から駐車場へ降りる舗装された道を歩いていたら、数年前にスキーに来

た時の景色と重なって懐かしさを覚えた。当時は冬スキーによく行っていたが、周辺の山

は単なる景色だった。山登りに興味を持つと周辺の山が全部意味を持つ。登った山を見る

楽しみ、繋げて行く楽しみ、これが山の醍醐味の 1 つだな～。 

山頂の湿原と池溏 
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 安達太良山（１６９９．６m） 
                              記：大畑 英子 

山行日 ：2010 年 10 月 19 日(火) 

メンバー：Ｌ千葉、下川、小宮、大畑 

コース :松原(5:30)→東北自動車道→二本松→岳温泉～山頂駅(薬師岳)～ 

    安達太良山～くろがね小屋～勢至平～岳温泉(14:20)着 

 

夜明けが遅くなったなぁと感じながら松原集合場所へ向う。今回は小宮さんの運転する

車で出かける。早朝なので車も少なく、東北自動車道を快走していく。ふとメーターに目

をやるとなんと 140 キロも出ている（初めて同乗させて頂いたが、この人はスピード狂？）。 

目的地の駐車場には 8 時 30 分頃到着した。平日なのに既に大勢の人たちがゴンドラに乗る

ため並んでいたのには驚いた。天候は芳しくなく、空気は冷たくガスがかかってどんより

した空模様に気持ちが落ち込む。 

それでも時々霧が薄れると良くなってくるのではと期待感も出てきて足取りも軽くなる。

山頂で記念撮影のあと昼食を摂る。この時点では霧が出たり消えたりと不安定な天気だっ

たが、その後徐々に回復して青空が顔を出してきた。鉄山に向う途中からすっかり晴れ、

気温も暖かくなってきた。火口跡もよく見られ、硫黄の臭いがプンプンする。周囲の山脈

の景観の素晴らしさに満足感を覚える。上りには楽しめなかった紅葉も、下山時にはたっ

ぷり堪能することが出来た。岳温泉では湯に浸かってリラックス。 

安達太良山と言うと、智恵子抄で阿多多羅山の山の上に毎日出ている青い空が智恵子の

ほんとの空だという・・・ 

本当に青い空がいっぱい広がり安達太良山 高でした。 
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紅葉の安達太良山 
記 松田 武 

実 施 日 10 月 23 日（土）晴れ 

メンバー  Ｌ.小野寺、山本、山口（裕）、三浦（会員外）、松田 

コースタイム：:6 時間 30 分(休憩含む) 

奥岳登山口 6:50→7:55 勢至平→8:30 くろがね小屋 8:45→峰の辻 9:15→矢筈ヶ森分岐

9:35→10:00 鉄山→鉄山避難小屋 10:10→矢筈ヶ森分岐 10:40→安達太良山頂

(1,700m)11:00→12:05 ロープウェイ付近(大休止)12:35→奥岳登山口 13:20 

 

一年前から計画していた猫又山・大猫

山が中止と決まり、何処か日帰りで行き

たいと山の神の声があり、いつものよう

に例会後の居酒屋で、紅葉が見頃の安達

太良山に行くことになった。 

登山と観光客で駐車場が満杯になる

と言う事で、谷塚を午前 3 時に出発。 

6 時 25 分奥岳駐車場着、駐車場には 12

台程度が駐車。（下山時には駐車場は満杯、

下の駐車場もこれまた一杯の状態でし

た。） 

駐車場から林道を少し歩くと勢至平と五葉松平の分岐があり、右の勢至平を目指す。林

道からショートカットの旧道を歩く。暫く樹林帯の中、急な滑り易いみちが続く。勢至平

入口から林道と合流、勢至平からくろがね小屋まで紅葉の展望を楽しみながら歩く。今年

の紅葉は猛暑の影響か、鮮やかさは今一で

すがそれなりに綺麗でした。 

くろがね小屋は改装中でした。三浦さん

が小屋でバッチを買おうとしましたが、山

小屋の人から掃除中だからと言われて売っ

てもらえず、全く商売気がなく三浦さん墳

害。 

くろがね小屋前から急登になり、峰の辻

を経て矢筈ヶ森分岐に向かう。前方には目

指す安乳首山が見えてくる。時間に余裕が

あるので、鉄山に寄り道をしてゆく事にな

った。 

山口さんは鉄山の先にある箕輪山まで行きたがっているが、他 4 人はその気なし。パワ

ーの余っている山口さんは、鉄山の先にある鉄山避難小屋まで楽々往復してくる。 
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馬の背、牛の背の稜線を歩き乳首山に向

かう。すれ違う登山者が多くなってくる。

山頂に向かっての右側は沼ノ平噴火口、火

山性ガスによる遭難事故が起きたところだ。

荒涼とした景色が拡がるが、その向こうの

湖や磐梯山が美しい。 

乳首山山頂は狭く観光客と登山者が入

り交じり混雑状態のため、早々に下山。ロ

ープウェイ駅までは登ってくる人が多く、

登山道が狭いため遠慮をしていると何時ま

でたっても降りられず時間がかかる。ロー

プウェイ駅から少し下った展望の良い場所で長い休憩をとり、あだたら高原スキー場を経

て下山、岳温泉から少し離れた大玉温泉で汗を流し帰路に着く。 

 

『あどけない話』 

 智恵子は東京に空が無いといふ。 

ほんとの空が見たいといふ。 

私は驚いて空を見る。 

桜若葉の間（あいだ）に在るのは、 

切っても切れない 

むかしなじみのきれいな空だ。 

どんよりけむる地平のぼかしは 

うすもも色の朝のしめりだ。 

智恵子は遠くを見ながら言ふ。 

阿多多羅山（あたたらやま）の山の上に 

毎日出ている青い空が 

智恵子のほんとうの空だといふ。 

あどけない空の話である。 

安達太良山 
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谷川岳(西黒尾根往復) 

記 浅井昭光 

 

10/23 (土) 草加 5:00 = 土合 7:00 – 谷川岳 11:00 – 土合 14:30 = 帰路 

 紅葉に染まる谷川の新聞記事を目にして出かけること

にするが、急な決断だったので同行者も見つからず、一

人で出かけることにする。 

 天気は今ひとつだが、彼らも新聞のカラー写真に 

誘われた口なのか? 天神尾根には蟻の行列と化した登山

者が見える。がこちら西黒尾根は至って静かなたたずま

いで、新聞記事に劣らぬ紅葉を楽しむ。       

 山頂に着く頃には快晴となり周囲は雲海が広がり素晴

らしい自然の景色を満喫する。 

賑やかな山頂を後にし、再び平和な西黒へと戻り下山。 

谷川岳登山の後、私は決まって湯檜曽温泉の「林屋旅

館」で汗を流す。露天風呂も洒落た設備も無いが、大正

12 年創業のこじんまりとした温泉宿。

久しぶりに扉を開けると、やっぱりや

さしい女将さんが迎えてくれた。 

 

 

 

 

秋の山雑記？                記 浅井祐子 

★ 親や家の事、野暮用で山行に参加出来ず、少しすねた秋を過ごしていた。それでも時間

が出来ると一人で車を走らせ彩る山を楽しんだ。が気付くともう冬ではないか…。これか

ら始まる雪の山でガンガン楽しむぜよ～!! 

 

★★TV のバラエティ番組「ニッポンインポッシブル」フジ TV 火曜夜をご覧になってる

方はいるだろうか? お笑い芸人の 2 人組が「県境を歩こう」と称してひたすら県境を歩き

続けている。市街地や一般登山ルートがあるうちは気楽に見ていられたが、 

いよいよルートの無い長野県と群馬県の県境に差し掛かって来た。山の会でも 20 周年、

30 周年行事で県境登山をやったから懐かしさもひとしおだが、この後も目が離せない。 

是非、ご覧になる事をお勧め致します。 
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陣 馬 山 
 

                               記：大門 京子 

■山行日    2010 年 10 月 24 日 

■メンバー   Ｌ大門、大木、鈴木(里)、小林(陽)、上原、平野、新島、渋谷 

■コースタイム 5 時間 25 分 

        南越谷 6:51=西国分寺 7:58＝藤野 8:35 

        藤野 8:50～登山口 9:15/9:25～栃谷屋根分岐 9:40～ 

陣馬山山頂 11:45/12:30～明王峠 13:10～与瀬神社 14:50～ 

相模湖駅 15:15 

        相模湖駅 15:28=西国分寺 16:03=南越谷 16:46 着 

 

初めてのリーダー山行と言う事で手

軽な陣馬山を計画しました。 

朝集合場所の南越谷に着くと、工事の為

武蔵野線が間引き運転との事！！ 

予定の 6:41 発運休となり、三郷から鈴木

さんが乗ってきた電車に、そのまま皆乗

り出発した。無事藤野に到着！ 

登山口に向って歩き出す。登山口まで

車道歩き、その後も分岐過ぎまで車道歩

きが続き、山道に入るとほっとしました。

しばらく歩くと、遠くに富士山がきれい

に見え、一息入れるとホッとした気分になる。 

頂上に着いたときは、少し曇り気味でいい景色は見られずおあずけでした。 

風がつめたく寒かったので、風をよけて昼食をとる。 

女性だけの山行というのもあり、休憩のときも、道々話に花が咲いていました。 

電線の上に猿がいるのを見つけたり、き

のこを売っている店をのぞいたり、きの

こ狩りのおじさんに聞いた“ほこり茸”

をたたいてみたり、出てきたヘビに驚い

たり、にぎやかで楽しい山行ができまし

た。 

 皆さん協力、御指導ありがとうござい

ました。 
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日光：赤薙山～女峰山 

記：長田 一樹 

◆山行日：２０１０年１０月２４日（日曜） 

◆ メンバー：L 長田、沼田 （敬称略） 

◆コース： 

6:20 草加駅→8:30 日光着→9:00 朝霧高原駐車場→9:25 登山口→9:55 キスゲ平→10:50 赤

薙山→11:35 赤薙山奥社→13:20 女峰山→13:50 唐沢小屋(昼食)14:20→15:15 黒岩→17:20

西参道行者堂登山口 

「こっちで良いのかしら？」と御婦人に声を掛けられ、進むべき方向を見ると通行止めの

看板！?バスを降りて登山口への看板を確認して来たのに此処にある看板には赤薙山の表

記も無い。何故だと軽くパニックになり御婦人達に続き戻って車道を登るが、どうもおか

しい？沼田さんもおかしいと言い出したので、地形図とコンパスを取り出し腕時計の高度

計を確認すると車道左脇に登山道があるようだ。急ぎ戻り先程の通行止めの看板手前迄行

くと右手に登山道入り口が、ひょっこりと現われる。沼田さんや御婦人達と顔を見合わせ

て苦笑いをして登り出す。 

コースタイムで 10時間 30分の計画、登山道入り口でロスがあり登り出したのは 9:25、暗

くなる 17:00 迄には西参道行者堂登山口に降りたいと思うと自然とペースが上がった。 

ロングトレッキングは久しぶりだからと履いて来たサポートタイツが仇になり、登り出し

てから大して時間が経っていないのに熱くなり大汗を掻いている。脱いでしまいたいのだ

が赤薙山は 2010mの山だけあり人が多い上に女性が多い、その中でパンツ一枚になる勇気

も無いのでキスゲ平での展望休憩もせず登り続ける。頭の中で「アツイ」と云う言葉がグ

ルグルと廻り出して来た時、周りを見てみると誰も居ない！沼田さんに訳を言ってコース

を外れ登山靴にズボンを脱いでタイツを脱ぐと気分爽快！！この時点では写真に撮られて

いるとは思っていなかったです。 

目の前に見えるピークが赤薙山だとは思わず、登って行くと頂上に赤薙山の標識が在り早

い到着に嬉しくなる、このペースなら暗くなる前に降りられそうだと気が楽になつた。 

但し此処を過ぎると極端に人が居なくなった。先程迄前後していた単独行の男性も奥社を

過ぎると引き返したのか見えなくなり、その後は二人だけで細かいアップダウンを繰り返

しながら女峰山へ向けて歩き続ける、左手の木々が無くなり視界が開けた所で下を見ると

切り立っていて思いっ切りガレている。そんな自分の足元を見ると新しい靴が目に入り、

2 回目の慣らしのつもりで履いて来た靴が少し不安になった。 

赤薙山を過ぎてから初めての登山者とすれ違う頃、前方の視界が開けて先に女峰山や帝釈

山が見えるが、辿り着く前に一回グッと下降してから又登り直す景観も確認出来てチョッ

と凹む。女峰山の頂上付近はハイマツや岩場があり変化に富んでいて西参道からの登りと

違い楽しかったが、せっかく登ったのに下り又登るという繰り返しに、いい加減嫌になっ

て来て｢まだかよ！｣と心の中で突っ込んでいると拍子抜けする程簡単に頂上直下の祠の裏

側に出た。前回来た時にはガスで何も見られなかった頂上からの景色を強い風に吹かれな 

がら堪能していると、高曇りだが遠くに富士山が見える（･∀･） 
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モノトーンの水墨画の様な山並みをグルッと見回していると帝釈山方向の登山道が確認出

来る。時間が在れば行こうと言っていたが腕時計を見ると 13:20。大休止を取らずに歩き

続けるとして 14:00 に山頂を出れば日没までには降りられるだろう。撤収時間を決めて行

ける所迄行くか沼田さんに聞いた所「又、来ましょう」との事なので、風を避けて昼食を

取る為唐沢小屋へと頂上を後にする。冬も良いかなと話しながら降りて行くが両足の親指

辺りにマメの出来てそうな予感がしていた。 

小屋に着き沼田さんが中を覗くが、暗いのと風は強くなかったので外のベンチで昼食を取

る。ここから裏見の滝方向に下りていくと、やしおの湯に寄れそうなのだが無理があるの

で諦め西参道への長い下りを降りる。しばらく歩くと、どうにも足裏に違和感がある完全

にマメが出来たようだ。小一時間程降りると左手側が開け黒岩が現われる、眺めが良いの

で黒岩の上に登ると目の前に先程歩いて来た嶺々が広がる。「あそこに滝がある」等と景

観を楽しんで、写真を撮ってから歩き出すが早々に岩場にて足を滑らせ倒れてしまった。 

マメが出来て足裏が痛いとはいえ、ダブルストックで、これだけバランスを崩すのは不味

いなと思い慎重に歩き出すが、次第に熊の事が気になり早足になってしまう。効果がある

かどうかは疑わしいのだが、熊鈴が無いので時折ストックを叩いて音を出しながら長い下

りを降りていくと、マメの感触が段々大きくなって来た。 

後 1 時間くらいかなと思いながら歩いていると、突如左後方より女性の悲鳴に似たような

動物の鳴き声がした。ドキッとして顔を見合わせ「悲鳴じゃ無いよね」「鹿かな？何だろう」

と話をし、しばらくその場に留まり耳を澄ましてみるが、その後は聞こえなかったので動

物の鳴き声だったのだろう。改めて周りを見て暗くなりかけて来たのに気付き急ぎ、その

場を去った。終点間近の行者堂裏付近迄来ると杉の木が多くなり、日没前でも暗くなって

いて不安になるが良い機会なのでライトは出さずに歩いてみる。注意して見ると赤テープ

や踏み跡が判り、ソロソロと歩いて行くと行者堂登山口に辿り着いた。 

参道を降りてトイレで顔と手を洗って下山報告を松浦さんにすると「あ～っ終わった」と

思えて疲労感が心地良くなり急にザックが軽くなった気がした。下山中に話していた寿司

がメニューに有る中華屋に行くべく暗くなった日光市街へ再び歩き出した時、去年の７月

に鳴虫山を登ったのが、自発的な登山の 初だったなぁと思い鳴虫山方面を見たのだが、

暗くなった空と同化していて見えなかった。ここで夕焼けをバックに鳴虫山のシルエット

とかだったらドキュメンタリーっぽく締まるのにとか思いながらも俗っぽい自分は、もう

少しでビールだっ！と気合を入れ直し店へと歩き続けました。
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第４回草加山の会スケッチ展と草加山の会紹介展 

１、期日：２０１０年１１月２３日～２８日 

２、場所：草加中央公民館１階のフロアー 

３、実行委員：松浦、山本、関口、浅井祐子、新庄、上原、小林いつ子、小野寺 

 

４、展示内容 

 

４－１、草加山の会の紹介ＰＲ 

１）、ホームページを基にして紹介展示する。（会の全貌を表現） 

２）、公開バスハイクの歴史を写真でアピール。 

３）、雪山、沢登り、アルプス縦走、ハイキング、等を写真により山の会の山行内容をＰＲ。 

４）、山の会で登った全国の山を「美しい日本の山」として地域別に紹介する。 

４－２、飾りに写真を使用して、見る人に興味を抱かせる。（畑野さんのご主人の大型カ

ラー写真を借用した。） 

４－３、第４回山のスケッチ展 

１）、スケッチ部よりスケッチ画を展示。 

展示内容は上記の如くであるが、展示場中央にテントを張り、山の道具を展示する事でよ

り山の会の展示としてアピールできた。６日間の展示であったが３００人ほどの人々に見

学していただき、大変盛況であった。草加山の会として大きなＰＲとなったと思います。 

幹事：松浦 剛 
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竜ヶ岳 （公開バスハイク 1 班） 

記：小野寺英子 

実 施 日 ：平成 22 年 11 月 3 日（祝日） 

メンバー： 会員 Ｌ小野寺、ＳＬ山口（裕）、松田、大木、小林（い） 

  一般 大木（等）、須賀、功刀、大竹さん夫婦 

【コースタイム】 

割石峠駐車場 9：30→分岐 10:30→端足峠 11：00～11：10→竜ヶ岳 12：00～13：05→ 

石仏 13：45→本栖湖登山口 15：05 

 

 素晴らしいお天気の中、バスを降り会員、一般の方々と 10 名で自己紹介の後出発！ 

割石峠登山口からは、ゆる～い登りの東海自然歩道をゆったりと樹林帯の中を歩く、 

皆さん、それぞれ山の中に身を委ねながら･･･やがて分岐に着く、ここからが山登りの本番

に入る。ちょっと急な登りが 30 分ほど続く、急に前が開けたと思ったら、端足峠、雨ヶ

岳と本栖湖キャンプ場への分岐、木々の間から富士山が見える。 

そして竜ヶ岳も目の前に･･･少し下って、綺麗に刈り取られた笹原の道を見事な南アルプス

を見ながら竜ヶ岳に向って登る。頂上まではちょっときつい登り、一般の方々もちょっと

辛そう･･･！！頂上は目の前だよ･･･と励ま

しながらゆっくりと登った。 

頂上は素晴らしい･･･の一言でした。 

大勢の人がそれぞれに満喫してるようだ。 

私達会員はすぐにお昼の支度、きのこた

っぷりの豪華な･･･？ “きのこスープ”作

り、2 つの鍋でたくさん作る。 

ちょっと多かったかな･･･？でも心配をよ

そに見事完食だァ･･･！！ 

美味しいと言って何杯もお代わりをして呉れたのはとっても嬉しかった！ 

和気合い合いの昼食も終わり、富士山をバックに集合写真を撮り、素晴らしい展望に別

れを惜しみながら下山。急な笹原を下る。 

時にかわいいリンドウの花に見つけ、カメラに収

めながら、石仏のあるあずまやに着く。空はいつ

までも限りなく晴れて、富士山も樹海もくっきり

と見えてた。あと一息･･･と歩き出す。 

時折、木々の間から本栖湖も見えていた。 

キャンプ場をぬけて、全員無事で本栖湖駐車場に

着いた。本当に良かった。 

温泉で汗を流し、帰りのバスの人となる。 

バスの中の司会進行もとても心地良く、実行委員の方々の素晴らしい心配りに、 

感謝・感謝です。本当に有難う御座いました。そして御苦労様でした。        

富士山バックに頂上での一斑 

か
わ
い
い
リ
ン
ド
ウ 
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〈〈 竜ヶ岳 バスハイキング ２班 〉〉 

記 石井 美樹 

日 程 平成２２年１１月３日(水)文化の日 快晴 

参加者（１０名）  

Ｌ千葉、八並、小林陽、杉山、石井（美）、芳野、小池（夫）、小池（妻）、村田、井石 

行 程 松原団地西口（5：53）---割石峠登山口（9：30）---端足峠（11：10）--- 

竜ヶ岳（12：10—13：10）---石仏（13：45）---本栖湖キャンプ場 P（15：05） 

西湖いずみの湯（15：40—-16：45）---草加（21：30） 

 一般バスハイキングで、これほどの快晴は記憶にない。 

 これも、私の行いの良さと、４人の実行委員のおかげであることは間違いない。 

 歩き始めは、東海自然歩道で整備されている道が続く。端足峠で、富士の全景が目の中

に飛び込んでくる。南アルプス、八ヶ岳、すばらしい景色の連続である。それが、一日中

続く、晴れ霞も全くない。紅葉もまあまあだ。ススキの白い帆が山にコトラストを付け、

なんとも言えない。メンバーの歓声が止まらない。 

｛ここで、メンバーの紹介｝ 

 一般メンバーは、まず、４４歳？

の小池夫婦、会員になりそうですよ。

友人の杉山さんプッシュしてくだ

さい。靴から、頭の先まで、新調し

てファッショナブルに着飾っていま

す。 

食器、スプーンセットまで新調し

ていました。絶対に入ります。 

バスの中でも、近くに座っている

会員が、会員になるように誘ってい

ました。感触は良好です。 

次は村田さん、６０歳代、静かな方で黙々と遅れず歩いていました。草加広報をみて、

初めて（？）、参加したそうです。 

後は、井石（イセキ）さん、珍しいお名前で岡山に多いいお名前だそうです。７０歳

代、「草加山の会」のバスハイクへの参加は、３回目だそうです。この方も元気で、話もお

もしろく、元気いっぱいでした。渋滞になった時、「平日の山は、ガラガラですよ。」と、

毎日が日曜日を謳歌しているようでした。 

会員の方は、皆さんご存じの通り、もちろん、元気、いっぱい。お昼の豆乳キノコスー

プも、大好評で、下山を始める。 

何も心配もせずにゴールを想像し、お風呂、ビールを心に描きながら、 終コーナーのキ

ャンプ場への平らの道を歩いている時、小池婦人が転倒した。大事には至らなかったが、

派手な転び方だった。 下りは、ちょっと、悪路が続き、やっと、平らになったので気が

抜けたのだろう。皆さんも、油断大敵ですよ。         ｛完｝ 
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竜ヶ岳 
公開バスハイク  

記：畑野仁美 

３班 

◆山 行 日 ：2010 年 11 月 3 日（水・文化の日） 

◆会    員 ： Ｌ畑野・ＳＬ浅井昭・張替・大門・新島 

◆一般参加 ：長澤孝子・大門美奈子・八重樫重男・箱井節子・箱井有稀 

◆コ ー ス ：割石峠 9:30～分岐 10:33～端足峠 11:04-11:15 

～竜ヶ岳 11:57-13:00～石仏 13:42-13:47～駐車場 14:50 

高の御天気に恵まれた山行でしたね。 

３班は若いお嬢様から 高齢７９歳のおじ様までいらっしゃり、リーダー経験が未熟な私

はとても緊張しました。 

他の班に付いていくつもりだったのに、いつの間にかトップになってしまいました。 

休憩のタイミングがつかめず上手くとれなかっ

たのですが、皆さん元気で峠から一気に山頂ま

で行きました。 

 

笹原の気持ちのいい道を登りつめると真正面に

でっかい富士山が迎えてくれ、感動ですね。 

富士山が見えると嬉しくなるのは何故なんでし

ょうかねえ～ 

 

しばらくすると賑やかになり、私たちもベーコ

ンスープを作りました、皆さんに景色とスープを喜んでもらえて何よりでした。 

 

下山途中の足元にリンドウがたくさん咲いて

いるのがとっても可愛かったです。 

 

バスに着いたのも一番乗りでしたが、何事も

なく無事に帰れてホットしました。 

 

実行委員の皆様ありがとうございました、楽

しい山行でした。それから内容の充実したし

おり、とても良かったです。 
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竜ヶ岳・公開バスハイク（４班） 

記：鈴木（里） 

日時：平成２２年１１月３日 

コース：割石峠 9:33―分岐 10:30―端足峠 11:05―竜ヶ岳 12:00―13:05― 

石仏 13:45―下山口 14:50 

メンバー：Ｌ関口（美）・ＳＬ浅井（祐）・松井・黒澤・鈴木（里） 

一般参加者：兼堀善和・兼堀恵美子・松山兼之助・松山智子・斉藤里枝 

 

一般参加者は兼堀さんご夫婦と松山さんご夫婦、斉藤さんです。 

松山さんは松井さんの自転車サークルの仲間です。皆さん登山経験のある方です。 

初はお互いにぎこちなく感じましたが、樹林の間から見える富士山に歓声。黄色く色づ

いた葉や所々に赤く染まった紅葉に「きれ～い！」。感動を共にするともう仲間です。前方

では黒澤さんが１０００円札の富士山はこの辺りかな？と広げて見たとか？ 

後方の私達には、その様子が残念

ながら見えませんでした。 

樹林を越えて急登を登りきると、

歩きやすい笹原になっていた。見

晴らしが良くなり雪に覆われた南

アルプスの山が見ることが出来た。

ここまで来ると山頂が近いと感じ

た。 

山頂では富士山にカメラを向けて

いる人。グループで昼食タイムを

取っている人で賑やかだ。私たち

はスープ作りに取り掛かった。きのこの沢山入ったスープです。皆さんお腹が空いている

ので見向きもせずに食べるのに夢中です。満腹になった後はゆっくりと展望を楽しんでい

ました。 

13:05 山頂出発。富士山を見ながら下山です。笹の根が出っ張っているので足元に注意で

す。松山さんのご主人が根に足を引っ掛

けてしまった。（転びませんでしたが）奥

様が「景色ばかり見てないで足元に気を

つけてね！」優しく注意していた。仲の

良いご夫婦です。そして無事に下山しま

した。バスの待つ駐車場にグループ２番

目でゴールです。 後まで皆さん元気で

した。 高の天気に恵まれ、 高に美し

い富士山を十分楽しめました。皆さんお

疲れ様でした。 
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山行実施日：2010 年 11 月 3 日（文化の日） 

メ ン バ ー：５班(会員)＝L 尾崎、SL 鈴木(廣)、関口(勝)、平野、上原 

一般参加者＝関口岩生、関口紘生、関口珠生、江川竹子、棚橋武子 

コースタイム：割石登山口９:35･･････端足峠 11:15･･････竜ヶ岳山頂 12:10 昼食 13:00 

石仏 13:50･･････登山口 15:05･･････本栖湖駐車場 15:15⇒いずみの湯 

松原団地西口 21:30 

 

快晴の朝、総勢 50 名を乗せて予定通り出発。一般参加者も老若男女 24 名の参加で 

車内は賑やかだ。 

都内を抜ける頃には車窓から富士山も見え、朝霧高原には一面に枯尾花が冬の到来を 

感じさせる。登山口からは東海自然歩道で、心地よい空気と木漏れ日が嬉しい。 

私達の５班には、紘生君と珠生ちゃんの兄妹（実行委員長のお孫さん）がいて、 初は遠

慮がちに後ろの方にいたのだが、紘生君のサッカーで鍛えている脚力とパワーは、中高年

の歩みはもどかしく、少しずつ前に来てリーダーの代行を仰せつかった。 

ところが、ペース配分や休憩タイムと、細やかな気配りは流石！おじい様譲りかも･･･ 

やがて、背丈ほどの笹原を抜け山頂に着く。広々とした山頂には、先着の各班が昼食の鍋

の用意に余念がない。 

我が班も早速きのこ鍋の準備に

取り掛かる。 

目の前には秀麗富士の姿を望み、

高の昼食に舌鼓、 

申し分のないロケーションで 

記念撮影を済ませ下山に入る。 

道端には紫のリンドウが所々に

咲いていて、心和ませてくれる。

山頂から石仏を過ぎ本栖湖駐車

場まで約２時間余りの道のりだ

が、終日風もなく、穏やかなハ

イキングを 

楽しめたのは久しぶりだった。いずみの湯で汗を流し帰路に着く。 

渋滞もあり少々遅れたが、参加者も喜んでくださって、実行委員の皆さんのご苦労も報わ

れた事でしょう。お疲れ様でした。 

追記 

余興のビンゴゲームで我が班 10 名中 5 名が賞品ゲット! ラッキーでした。       

                            記：（5 班）上原

リンドウ 
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竜ケ岳　公開バスハイク　会計報告

日　　時 H22.11.3

場　　所 竜ケ岳

参加人数 ５０名 （一般：２４名 会員：２６名）

収入 会費　 大人5,500円×49名 48名 264,000

小人4,500円×2名 9,000

¥273,000

支出 交通費 貸切バス代 （振り込み手数料４２０円含） 105,770

バス運転手さん御礼 2,000

保険代 174円×２５名 4,350

スープ、ガス代 2,000円×５斑 10,000

飲み物、つまみ代 32,834

ゲーム景品代 5,097

コピー代（しおり他） 6,420

はがき、切手代 2,010

写真代 2,020

打ち合わせ費用、事務費 5,808

下見代 10,000

温泉代 いずみの湯 720円×４５名

　　　小人 500円×２名 33,400

キャンセル 720円×３名 （返金） 2,160

返金 500円×50名 25,000

反省会 10,000

256,869

残金 16,131円

※残金は一般会計へ戻しました。

会計　　新島　和子  
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

実行委員コメント                      関口 勝造 

五日前に台風が来ていたので、心配していたがおかげさまで快晴の天気になりました。 

竜ヶ岳山頂からの富士山は見事で日本一の姿に、一般参加の方にも喜んでもらえたと 

思います。一般参加の人数が課題でしたが、広報での参加が 8 名、会員の友人、 

家族の方が 16 名、合計 24 名の参加でした。山の会の、仲間友人、家族への誘いには 

感謝感謝です。実行委員のメンバーも和気あいあいと楽しく出来たと思います。 
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南会津 七ヶ岳 （１６３５，８M） 

              

                   記：八並 絹代 

■ 日程：2010 年１１月７日 

■ メンバー： L 園木、浅井昭、沼田、山口敏、小野寺、鈴木宮、八並 

■ コース：浅井宅５：００⇒東北道⇒黒森沢登山口９：１０→１０：３０護摩滝     

１０：３５→１１：４５山頂１２：３０→3 番岳１３：２０→１４：０５下岳 

  １４：２０→下岳下山口１５：１０→駐車場１５：５５⇒帰路着２２:00 頃 

 

今まで何度も七ヶ岳の山行計画があったが運悪く参加できず、一度行きたいと思っていた

山でもあり大喜びで参加した。朝 5 時、浅井さん宅に集合し出発。東北自動車道は早朝の

せいか比較的車も少なく、日塩もみじラインの紅葉した景色を車窓から楽しみながら会津

西街道へと車を走らせた。途中、峰が連なる七ヶ岳が見え喜びに湧いた。 

その名の通り１番岳～下岳（７番岳）までの七つの峰が連なり（歩いてみて実際には １

０以上の峰があったように思う。）稜線に七つの峰が見えることから七ヶ岳というそうだ。

今回は黒森沢登山口から沢を登って山頂へ行き１番岳～７番岳まで完全縦走。当初１時間

あまり山腹の道を歩き途中から沢沿いの道となった。護摩滝から上はきれいなナメ状の沢

が続き、高巻きしたり沢を横切ったりしながら稜線にでた。夏ならば涼しくて快適かしら

と思いながら、さほど疲れを感じないで登ることができた。稜線から頂上まで１０分あま

り。山頂からの眺めは素晴らしく３６０度のパノラマで晩秋の会津の山並みに感激した。 

２番岳から下岳までは展望のいい尾根道を登ったり下ったり、３番岳への登りのきつかっ

たこと。下岳から５０分あまりきつい急坂を下り無事下山した。 

帰路、林道脇の雑木林の紅葉がとてもきれいで時折、車を止めて下さり、錦秋の秋を満喫

することができ楽しい一日でした。 

只、園木さんのお薦めのスープ入り焼きそばを賞味することができず、ほんとうに残念で

した。同行の皆様、ありがとうございました。            
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赤 薙 山   (2010.3ｍ)      

                            記：青柳 光子 

日  程 平成 22 年 11 月 9 日 

メンバー Ｌ千葉、新庄、上原、大畑、青柳 

コース  新越谷 6：02⇒新栃木 7：10/7：17⇒東武日光 8：10/8：36(バス)⇒ 

霧降高原 9：00…キスゲ平 10：00/10：10…赤薙山 11：50…キスゲ平 13：10…霧降高原 13：

50/14：19⇒東武日光 15：01 

 

 久しぶりの山で不安もありましたが、千葉さんへＴＥＬ。 

こころよく了解していただき参加をさせて頂きました。 

 霧降高原スキー場の駐車場で下車し

たのは、私たち 5 人。リフトも 8 月 31

日で終了。動いていたら少し楽が出来

るのに、ちょっとがっかり、ゲレンデ

に向って進み登山口へ。 近雨が降っ

た様子はないのに、登山道は水浸し慎

重に登って行く。原因はタンクの水漏

れ。その先からは急勾配で、およそ 30

分くらい登ると前方が大きく開けた。

キスゲ平の展望台、ベンチやテーブル

が設置してあるので小休止。正面には

これから登る赤薙山？ 右手には丸山が見えました。 

 キスゲ平から尾根伝いに上り、丸山の分岐を見送ると次第に岩の混じった尾根で、今日

は風が強くて時々飛ばされそうになる。やがて小さな祠の「焼石金剛」。間もなく樹林の中

に入り、木の根が浮き出ていて歩きに

くく、踏み跡も分散してルートを探し

ながら登ると赤薙山山頂。山頂は樹林

に囲まれていて眺望は望めませんでし

たが、風よけにはなりました。 

 昼食は急におにぎりが食べたくなり、

上原さんが駅で買ったお弁当を、私が

全部食べてしまいました。(おいしかっ

たです) 

早目に下山。今回は静かな山歩きが出

来ました。楽しかったです。 

本当にありがとうございました。 
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鳴虫山   （１１０４ｍ）      新島和子 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

山行実施日：２０１０年１１月１４日（日） 

メンバー：Ｌ新島、浅井、黒澤、池本、山本、阿部、小野寺、八並、平野、畑野 

      大門、渋谷 

コースタイム 

草加５：５６⇒新越谷６：０２⇒東武日光駅８：１０ 

登山口８：３５→神ノ主山９：２５→鳴虫山山頂１１：３０（昼食）１１：３４→ 

合峰１１：５４→独標１２：３５→含満ケ淵１３：３５→やしおの湯１４：００ 

路線バス１５：２９ 東武日光１６：５９⇒草加１９：２８ 

 

４月に１１月の会山行のリーダーに任命された当初から「鳴虫山」に決めていました。 

例年からいくと１１月の中旬では紅葉も終わりただ寒い山行になってしまうのではと心配

していたのですが今年は猛暑の夏からなかなか秋がやって来なくて、当日の日光市内は紅

葉真っ盛り、駅を降りた時の空気の暖かさに驚きました。志渡淵川を渡り登山口へ。初め

てリーダー・・・いつも前の人にくっついて登っている私が先頭に。登山道を見定めるこ

とがこれ程大変とは思いませんでした。道に迷う山ではないのですが足の置き場に気をつ

けないと無駄に体力を使うことになってしまいます。神ノ主山から鳴虫山山頂までに何回

「もうすぐで～す」と言ったことか。似たような景色の中、登ったり、下ったりをくり返

すうちにようやく山頂へ。なかなか見晴らしも良くちょっと早い昼食となりました。 

３０分休憩の後下山。足場の悪い急坂が続く。途中、足がつりそうになった人に応急処置

が施されました。秘密兵器はゴムのチューブ！つった箇所から心臓に近いところでギュッ

としめ数秒でゴムを緩めると一気に血流が良くなり嘘のように足が軽くなったそうです。 

経験がなせる技ですね。さすが、英子さん！ 

早い時間に下山したので、ゆっく

り温泉につかりまったりしてしま

い登山に来たのか温泉に来たのか

分からなくなってしまいました。

路線バスと電車の乗り継ぎも悪く

駅前でのんびりしていたら電車は

ラッシュ時のように満員！皆様、

お疲れ様でした。頼りのないリー

ダーと一緒に登っていただ 

き本当にありがとうございました。

暖かい、バックアップと伴に本当

に楽しい山行でした。 
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一ノ倉岳（谷川岳）    －初ノゾキ－ 

記：沼田真澄 

11 月 13 日 単独 

7：25 ロープウェイ駅駐車場 →9：00 ラクダのコル →10：25 オキノ耳 10：45  

→11：35 一ノ倉岳 →12：35 トマノ耳 12：45 →14：30 田尻尾根分岐 →14：30 着 

 

ロープウェイの駐車場に車を置き、エレベータで６階へ。そこから外にでて、アスファル

ト道を登っていく。雲がかかっていてどんよりとしており、肌寒い。しばらくすると、左

手に駐車スペースをみつけた。次回はここに停めよう。西黒尾根の道標を発見して左に入

り、登っていく。結構な傾斜だ。地図には、「日本有数の急坂」と記されている。だが、と

きには緩やかなところもあるので、辛くはない。体は暖かくなってくるが、外気は寒い。

樹林帯なのに、風が通る。気象条件が厳しいと言われている谷川岳、この調子でどんどん

寒くなったらやっかいだと危惧する。視界が開けてくると、雲に隠れた谷川岳が現れる。

上の方には、もう雪がついていた。傾斜が緩い鎖場を通過。ラクダのコブあたりに来ると、

太陽は雲に隠れたままであったが、風はあまり吹いていなく、心地よい温度になった。ラ

クダのコルを通過、マチガ沢が眼下に見える。マチガ沢から東尾根に登るルートは一人で

も行けないことはないと書いてあったが、この急斜面を見ると、私のレベルではまだ恐れ

多い感じだ。景色が良く見え、ここら辺の尾根歩きは、快適だ。ところどころ登山道にも

雪が溶けずに残っている。万太郎山が見え、肩の小屋を通り過ぎ、トマノ耳へ。樹氷が出

迎えてくれた。嬉しくなり、思わずかぶりついたが、味は砂っぽかった。黄砂の味なのだ

ろうか。人が多かったので、すぐにオキノ耳へ。白毛門、笠ヶ岳、朝日岳がバッチリ見え

るところで腰をおろす。ハッと気づくと、少し左側の土のところに穴が開いている。どう

やら、私が座っている場所のすぐ谷側は張り出したエリアだった。少し緊張しながら、昼

食をとる。そして、国境稜線上を歩きノゾキへと。稜線上は、樹氷も見られ、登山道は雪

が溶けてぬかるんでいた。右手方向をチラチラと見ながら、注意深く進んでいく。「喪われ

た岩壁」の数々が、天に向かって聳えている。ただただ畏敬の念が沸くばかりであった。

そして、ノゾキ。約 1000ｍ下までバッチリ見ることができる。胃がよじれそうな凄い光景

だった。しばらく呆然と佇んだ後、烏帽子岩を見ながら一ノ倉岳へと登った。今回はここ

まで。帰りも衝撃的な光景を心に刻みながら歩く。あまりの緊張感からか興奮からか、ト

マノ耳で休憩。そして、天神尾根を下る。雪は全く見られなかったが、木道が過ぎると、

ぬかるんだ道になった。田尻尾根に入ると、落ち葉が登山道を覆っていた。濡れていなか

ったので、コサックダンスを踊る羽目にはならずにすんだ。樹林帯を通り抜け、沢で顔を

洗ってしばらくすると、大きな黄色いシャベルカーがアーチを作って、下山を歓迎してく

れた。 

どうしても今年中に行きたかった谷川岳下見。ギリギリに行けてよかった。来年は、馬蹄

形縦走や南稜テラス見学がもうすでに決まっている。できればさらに、バリエーションル

ートをと考えている。総合力が問われるルートだが、特に岩登りに慣れ、技術を磨いて、

是非とも実行したいと思う。 
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▲平成 22 年 11 月 16 日 火曜日 晴れ             記 千葉 かつ子 

▲Ｌ千葉、下川、小宮、大畑、新庄 

▲松原団地 5:30 ⇒ 佐野 SA ⇒ 市営駐車場 7:10/7:30 ⇒ 五丈ノ滝 8:00 ⇒ 尾根 9:05 ⇒ 

岳ノ山 9:20 ⇒ 624m 峰 10:10 ⇒ 大鳥屋山 10:45/11:15 ⇒ 市営駐車場 12:10 

 

小さな市営駐車場に車を止め、少し肌寒いが風もなく綺麗な青空の下出発しました。林道

が左右に分かれる所を右に進み遊歩道に入って 30 分程で五丈ノ滝に着きました。 

下って行くと想像していたより小さ目の滝で、上段の方は木立が伸びてしまい少し見える

位でした。今日は水量も少ないようでしたが、多い時の滝は見応えがあるのでしょう。ま

た近くにある「滝見ノ松」も現在は枯れていて残念でした。遊歩道もここまでは整備され

ていましたが、ここから先は杉林の沢沿いの道となり石がゴロゴロして歩き難く、大岩を

過ぎると傾斜が増してジグザグの急登となりました。杉の枝は伐採され朝の光が差し込み

明るく気持ちが良かったです。 

 尾根に出ると先に登られた 1 組の方に「この先に祠が 2 つあるから行ってみたら」と言

われ私達も行ってみる事にしました。古い祠には明治 7 年吉日と彫ってあり、里人の信仰

の厚さを感じさせられました。分岐に戻って 10 分程の登りで着いた岳ノ山山頂は狭いが

ヤシオツツジが何本もあり、その中の 1 本に花が咲いていてビックリしました。春のツツ

ジの頃はピンク色に染まるのでしょうね。 

 大鳥屋山へは南に向かって岩場や痩せ尾根を下るのですが、落葉で道も分かり難くて藪

漕ぎ状態でした。枝に掴まり岩に手を掛けロープを使い急斜面を無事下り終えると檜と雑

木林の広い尾根になり、フカフカした歩き易い道

に変わりました。624ｍ峰を過ぎひと山超えて、

また急坂を登り返すと大鳥屋山はもう目の前です。

一等三角点のある頂上は広いが檜林で薄暗く、雑

木林に戻って休憩しました。 

下山後はネットで調べた「手打ち蕎麦・かみやま」

に寄ろうとみんなで決めたので軽く食事を済ませ

て下山しました。駐車場までは今までとは違って、

緩やかでそしてフカフカ状態の杉林の中を歩くこ

とができ私は満足でした。 

 

★「手打ち蕎麦・かみやま」は丁度昼時と重なっ

たせいで、車は駐車場から溢れ出て行列のできる

蕎麦屋でした。家の中は昔のままで太い立派な柱

や坪庭のある落着いた部屋が幾つもありました。 

30 分待ちましたが、待った甲斐がある美味しいお蕎麦を頂いて帰りました。 

岳ノ山 

岳ノ山～大鳥屋山 （栃木県）  
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 甲州街道 第３回 矢川-高尾 

記 石井 美樹 

日 程 平成２２年１１月２１（日) 快晴 

参加者（１９名）  

Ｌ石井美、和田、鏑木、杉山、大木、木原、上原、田村、石井文、畑野、 

平野、中島、鈴木（里）、黒沢、小林陽、千葉、大門、鈴木廣、大畑 

行 程 南越谷（6：54）---府中本町（7：39）---矢川（8：02-8：15）--- 

日野の渡し（9：10）---日野本陣---八王子イチョウ祭り--- 

高尾駅（14：50）---南越谷（16：30） 

  第３回目の甲州街道、南武線

の矢川から出発です。 

いよいよ、新撰組の故郷、日野

を歩きます。ぽかぽか陽気の 高

のお天気です。 

 まずは、立日橋を渡る。ここは、

日野の渡しがあったところで、大

正１4 年に橋が出来るまで、渡し

船があったそうです。 

次が、日野本陣、新撰組副長の

土方歳三のお姉さんが嫁いだ家、

近藤勇、土方歳三、沖田総司が稽

古した佐藤道場があったところである。本陣の庭で稽古に励んだそうです。ボランティア

の説明員に３０分以上説明を受け、裏話を聞けて、楽しい時間を持つことができました。 

 西八王子から高尾までの甲州街道（３Ｋｍ）は、「イチョウ祭り」のため、両歩道に売

店が並び、人の波も半端ではありません。  

イチョウは、 高でしたが、人波

につかれ、裏道を通り高尾駅へ向か

う事にしました。 

次回は、いよいよ、甲州街道、

大の難所である小仏峠を制覇します。

Ｈ23.2.6 を予定していますので、忘

れないようにしてください。 
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もみじ狩り（奥多摩湖いこいの路） 

                  記：芳野 光夫 

 

11 月 21 日（日）晴天 

前日、今日の晴天が予想された為、自然観察会に行く予定を急遽、1 月の会山行の下見を

兼ねて、奥多摩湖いこいの路に「もみじ狩り」に行くことにした。電車やバスの乗り継ぎ

の時間や、トイレタイムなどを確認しておきたかった。もう何度も、このコースは歩いて

いるのだが、いつも南越谷 4 時 58 分発の始発で行くと奥多摩でのバスの乗り継ぎが良い

ので、その電車で行くことに決めていた。今回東武線からの乗り継ぎを考えて、南越谷発

5 時 31 分で行くことにした。 

 電車は奥多摩の駅に 7 時 46 分に着く、

バスは 7 時 50 分発の峰谷行に乗る。ト

イレに行っている時間は無い。無事バス

に乗り込み 30 分ほど乗り、峰谷橋で降

りる。ここには綺麗な公園があって、ト

イレも綺麗である。10 分ほど休み身支度

をして 8 時 25 分、ドラム缶橋に向かう。

前回着たとき対岸の水際にヤマセミらし

き姿を見たが確認できなかった。今回は

橋の上に何人もの釣り人がいて鳥の姿は

見えなかった。上空の青空にトビが鳴き声を発しながら優雅に舞っていた。橋を渡ってし

ばらく行くと、小鳥の姿が見える。シジュウカラ、メジロ、カシラタカ、今年初めて会っ

たカシラタカには嬉しかった。紅葉が丁度見ごろで、天気が良く、対岸の山の紅葉が湖面

に映る、景色は素晴らしかった。でも手前側の樹木が邪魔でシャッターチャンスはなかな

か無い。首にカメラと双眼鏡を掛けて歩く、また首が痛くなりそうである。山のふるさと

館に 9 時 30 分に着く。途中拾い集めた落ち葉を整理しながら、保管用の袋に仕舞う。15

分ほどトイレ休憩をし、ここが「いこいの路」のスタートである。ここからダムまで 12

キロ、綺麗に整備された平坦な道が続く。いつもはこの辺りでリスに出会う。今回は小鳥

のヤマカラの群れに出会う。湖にはマガモが三羽優雅に泳いでいた。いろいろな落ち葉を

拾い集める。鳥や樹木を見ながら、12 時 20 分中間点のいこいの広場に着く。ここに綺麗

なトイレがある。今回は天気が良く、紅葉が 高なので今までに無いほど、大勢の人が歩

いている。ベンチは全て占領されている。ビニールシートを敷いてゆっくり食事を取る。

ただ日が当らないので少し寒い。13 時に出発し、また同じように写真を撮ったり小鳥を見

たりしながらゆっくり歩く。この「ゆっくり歩く」のが難しい、自然を観察する力が無い

と飽きてしまう。いろいろな自然の物に興味を持って、観察しながら歩く。15 時、12 キ

ロの「いこいの路」終点、小河内ダムに着く。トイレに寄ってバス停に着くとすぐ、臨時

のバスが来た。奥多摩発 16 時 54 分の電車に乗れて家に 18 時 30 分頃着けた。 

 天気も良く 高の「もみじ狩り」が出来て、良い「大人の休日」を過ごせた。 
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表妙義   －自然の樹木と人工の鎖が大歓迎してくれる強烈な山― 

記：沼田真澄 

参加者：Ｌ松浦、磯川、長田、小野寺、沼田、山口(裕) 

11 月 21 日 計 9 時間 45 分 

駐車場 7:40→妙義神社 7:55→大の字 8:35→見晴 9:20→大のぞき 9:50→天狗岩 10:25→タ

ルワキ沢分岐 10:55→相馬岳 11:10→国民宿舎分岐 11:30→茨尾根(昼休止)→ 

堀切(ホッキリ)12:50→鷹戻しの頭 14:10→第四石門・金洞山分岐 14:55→ 

金洞山(中之岳?)15:20→石門分岐 16:10→登山道入口 16:35→駐車場 17:25 

妙義山は、白雲山・金洞山・金鶏山・相馬岳・御岳・丁須ノ頭などを合わせた総称で、南

側の表妙義と北側の裏妙義に分かれている。標高は 1104ｍ。安山岩の溶岩、凝灰岩、礫岩

で出来ている。急勾配の斜面と尖った姿が特徴的で日本三大奇勝の一つとされている。道

の駅に車を駐車。曇りぎみで、上二枚では寒かったので、ジャージを着て出発。妙義神社

を通り、まず大の字岩峰へと向かう。少し傾斜のある樹林帯を、汗ばみながら一歩一歩歩

いて行く。二段の鎖が垂れ下がっている岩を登って上がると、大の字の大きな看板のとこ

ろにでる。大は、妙義大権現を現している文字らしい。ここで景色を楽しみ、一息。そし

て、奥の院へ。奥の院は、巨大なチョックストーンが表の上にあり、ちょっとした洞窟の

ようになっていた。シンとした空気が、火照った体や気持ちを静めてくれる。危険マーク

が沢山ある上級者コースは、ここの右上を行く鎖場からはじまる。第一弾は、3 連 30ｍの

スラブ壁。岩肌は、ザラザラとして手の吸いつきが良い。ところどころにモチが膨れたよ

うな形の出っ張りが豊富にあり、ホールドを心配する必要はない。そして、この次の 7ｍ

外傾鎖場を通過すると、展望が開ける。紅葉はバッチリ。裏妙義、浅間山、これから向か

う相馬岳が見える。三連鎖、磯川さんが前田慶次ばりに登っていく。白雲山の標識を見過

ごして、大のぞきを過ぎると、スベリ台状 30ｍの鎖場だ。先に降りた人たちが小さく見え

る。ここの鎖は錆びており、手の滑りが悪かった。しばらく行ったピークで、金洞山と書

かれた小さなプレートを裕史くんが見つける。言われなければ気付かなかった。展望が良

いが、痩せた尾根道をひたすら歩く。相馬岳を越えると、ガレていてラクしまくりゾーン。

なぜか小野寺さんが集中的に襲われていた。樹木やその根っこを手がかりに、注意しなが

ら通過する。途中、長田さんが偶然掴んだ手の大きさくらいの礫がカッパっと剥れる。い

つ何が起きても不思議はない。鷹戻し前に腹ごしらえ。食後しばらく歩いていくと、前の

パーティーがきわどい鎖場を登っているのが見えた。鷹戻しだ。2 段の梯子と数連の鎖が

待ち構えていたが、下から見るよりは怖さはない。ルンゼ内 2 段 25ｍの鎖場も、問題なし。

この次の下降する鎖場が一番辛かった。鎖はやはり滑るし、鐙の鎖まである。そして、

後の鎖は固定されずに垂れ下がっている。鎖はやはり滑り易く、手の甲を岩にぶつけて皮

が剥けた。鎖に遊ばれながら、足場を探して必死に降りた。みんな同意見だろう。ここが

このコースの 難場だ。そして、第四石門を仰いで下山。半円を描いたような形で、真ん

中はドーンと穴があいていた。なんと、松浦さんはここを登ったとか。すっ凄い。 後は

暗闇の中、駐車場へ。表妙義・・・鎖と樹木がなければ、一筋縄では行かない、大変登り

甲斐がある山だった。 
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会山行「丹沢塔の岳」       芳野 光夫 

山行日：2010．11．27    メンバーL 松田、小野寺、小林(い)、芳野 

 いろいろ休日のスケジュールが忙しくてなかなか山に行けないでいた。11 月 27 日(土)

会山行との事でこの日は予定が無かったので何も考えず、ただ山に行きたくて申し込んだ。

25 日の例会の日、メンバーと車で行くと待ち合わせ時間と場所を知らされる。 

 朝 3 時に目覚ましを合わせて起きる。4 時 30 分に家を出て、待ち合わせの所に行く。直

に松田さんの新車がやって来る。小林さんが車にいて小野寺さんを松原団地駅に向かいに

行く。5 時全員が揃い出発する。天気は曇り空、高速道路が一部事故で渋滞していた。6

時 50 分頃、秦野駅に着く。山の上に白い雲がどんよりと掛かっている。バス時間を見る

と 30 分待つので、タクシーでヤビツ峠に向かう。タクシーはヤビツ峠を越えて、登山口

のある富士見山荘まで行ってくれた。トイレに行ったり身支度を整えたりして、7 時 45

分出発する。本格的な山登りは久振りなので少し不安である。すぐに急登りの連続、体重

の増えた体にはキツイ。山は紅葉も終えて晩秋の感が漂っている。おまけにガスっていて

風景も何も見えない。8 時 55 分ようやく二ノ塔に着く。そこから三ノ塔に 15 分で行ける。

山の会に入って 初の山行がこの谷の葛葉川本谷の沢登りだった。あれから何年経つのだ

ろうか？考えながら歩いていた。三ノ塔から大分下ろされて、烏尾山に登る。9 時 40 分着。

そこから行者岳を越えて書策小屋跡 10 時 45 分に着く。そこからまた霧の中、景色も無い

まま新大日小屋へと向かう。11 時着、そろそろ自分の足が悲鳴を上げて来る。休み休み皆

に遅れながらも、11 時 50 分山頂に着いた。風が冷たい。着いた時ガスに覆われていたが、

ガスは直に晴れたが、雲は周りの山々を隠している。富士山は幾ら待っても見えそうに無

かった。食事とトイレを済ませ、12 時 30 分に出発する。花立山荘 12 時 55 分着、足が筋

肉痛で痛くなる。松田さんからストックを借りてダブルストックで下る。途中、足を滑ら

し何度か転ぶ。途中の小屋で木の実のリースを並べて売っていた。何個か知らない木の実

もあったが、自分でも作れそうな気がする。クリスマスに合わせて 12 月にチャレンジし

たいと思う。途中もみじの美しい所に着いた、何枚か写真を撮りながらもみじのトンネル

を歩く。今回の山の景色で一番良い所だった。大分下って見晴らし小屋に 14 時 55 分に着

く。そこから植林された林を抜けて、15 時 25 分に林道に着く。そこから 15 分歩いてバ

ス停に 15 時 40 分に着いた。15 時 55 分発のバスは満配で、この山の人の多さに改めてビ

ックリする。特に若い人が多く見られた。渋沢駅から電車で秦野駅に行き駅で軽く食事を

取って、松田氏の新車に乗り込み途中渋滞等は

あったが、20 時頃自宅まで送ってもらった。そ

のお礼で今回原稿を書くことになりました。久

しぶりの山登り、景色には恵まれなかったが、

筋肉痛にはなったが充実した山行が出来て満足

でした。松田リーダー、小林さん小野寺さんご

苦労さまでした。 
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■2010 年 11 月 30 日 火曜日 晴れ               記 新庄 八重 

■L 新庄、千葉、山口(敏)、大畑、上原 

■松原団地 5:30 ⇒ 佐野 SA ⇒ 栃木 IC ⇒ 寺沢橋 ⇒ 寺沢林道出合 7:50 … 林道終点二

股 8:20 … 尾出峠 9:00 … 尾出山 9:30/9:45… 尾出峠 10:20 … 825P10:35 … 高原山

11:20/11:50 …185 鉄塔 11:55 … 186 鉄塔 12:15 … 寺沢林道出合 12:35 

 

当初は寺沢橋から歩き始める予定だったが、林道出合まで車で入った為大幅な時間短縮が

でき山口さんに感謝です。荒れた林道は中央部が盛り上がり車体の下を擦る音や、道に張

り出した小枝で車に傷が付かないかと心配しながら車を走らせた。 

林道出合から 30 分で終点二股に着いて沢コースに入り、左手に小さな滝が幾つも流れ落

ちる中を進んだ。次第にナメ沢を高巻くようになると、崖状で道が狭く不安定な足場には

落葉が溜まり、落ちたらひとたまりもなくスリルがあった。難所を通過し稜線に向かって

植林帯を登ると尾出峠に出た。峠から少しの登りで明るい雑木林に変わり露岩やツツジも

多く急だが気持ちのよい登山道が続いた。岩場が切れた所もあったが、木立が多く恐怖感

はなかった。尾出山に着くと勝道上人修行の地を示す石碑もあり信仰の山であったことが

伺えた。頂上からの展望は木立に遮られイマイチだが、冬枯れの景色の奥に男体山、日光

白根、皇海山が確認できた。 

山頂からの下りで道を外れるミスを犯したが、直ぐに気づき軌道修正して峠に戻った。

次は 825P(山田山)を目指して佐野側が植林帯の尾根を登り返した。着いたピークは薄暗く

一休みして高原山に向かう。時々青空を仰ぎ開放的な尾根をルンルン気分で歩いていると、

一ｹ所西側が伐採され展望が開けた所があった。先日登った山並みが見渡せ後ろを振り返る

と綺麗な三角錐の尾出山が見えた。秋の柔らかい日差しを浴び寝転がったら気持がよさそ

うだ。その後も落葉を蹴散らし散歩気分の尾根歩きが続いたが、大久保ノ頭からの急下降

は落葉で滑り易くロープの助けを借りて下った。 

 登り返して着いた高原山はプレートがなけ

れば山頂とは気づかない平らで尾根上の一角

といった風情だった。風もなく静かな山頂で

ゆっくりと休憩でき、陽だまり山行の楽しさ

を十分味わえた。 

楽しんだ尾根歩きもわずかとなり、着いた送

電線鉄塔 185からは東側が開けて石裂山方面

が望めた。ここからは尾根を離れて本格的な

下りになり、植林帯の東電巡視路をジグザグ

に下りた。薄暗い中を 20 分も歩くと鉄塔 186

に着いて、今日の行程も終盤に近づき下山時間も読めた。楽しみにしていた「お蕎麦」が

頭をよぎり、あっけなく林道に出て無事駐車スペースに到着した。

尾出山～高原山 （栃木県鹿沼市） 

尾出山 
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２０１０年「草加山の会１０大ニュース」   
１、 会津丸山岳に草加山の会として、積雪期と夏期に年２度の登頂記録を果た

す。・・・園木さんの熱意に押され松浦２度も苦労する。 
 
２、 長年の無理がたたり石井さん入院、半年間の禁酒生活に入る。しかし無事に

ビールが飲めるまでに回復。・・・しかしまだまだ要注意と文子は考えてい

ます。 
 
３、 １１月に草加山の会スケッチ展と併設で草加山の会紹介展が初めて開催さ

れる。・・・実行委員、スケッチ部、関係者ご苦労様でした。 
 
４、 草加山の会設立初期以来、約３０年ぶりに穂高「涸沢」にてテント合宿が実

施される。・・・悪天で毎夜酒盛りとなり、持ってきた酒は瞬く間に無くな

り、山小屋より１３０００円も買い込んで飲みつくす。 
 
５、 地図読み山行の日光の山で熊の親子と遭遇、熊の親子も新島さんもびっく

り。・・・熊の親子も新島さんを見てびっくり、谷へ転げ落ちる。 
 
６、 会津丸山岳の大幽沢で園木さんの立派な沢靴の底が左右とも剥がれ、園木さ

ん底なしの苦労をする。・・・山靴の手入れは入念に、また若い山口さん虫

に好かれ顔も足も凸凹になる。 
 
７、 松田さん園木さん、尾瀬のひうち岳山頂よりスキーで御池小屋まで滑降。・・・

かっこいい山スキーの素晴らしさをもっと知ってほしい・・・園木さんのつ

ぶやき。 
 
８、 山口さん沼田さんの二人で北八ヶ岳の冬山に初チャレンジ。・・・蓼科山に

無事登頂し良い経験をする。 
 
９． 沼田さん八ヶ岳の阿弥陀岳で雪の急斜面を滑落、以後腰が引けてトボトボと

歩き下山。・・・翌日の赤岳登頂の夢も気持ちも吹き飛ぶ。 
 
１０、園木さん２０１０年を記念し、南ア深南部のバラ谷の頭２０１０ｍにチャレ

ンジするが、車がパンクし帰りも深夜となりひどい目に合う・・・山道の悪

路はくれぐれも気をつけて運転すべし。帰りはお車様の為に尖った小石の無

い様に全員が道を清掃させられる。 
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独断と偏見の草加山の会十大ニュース選定委員会より 編 集 後 

記  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こんなにプレシャーになったことはありませんでした。この気持ちが皆さんに伝

わり、たくさんのご協力を頂き形になりました。ありがとうございました。   

編集担当 平野 
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