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平成 22 年 12 月・23 年 1・2 月山行実績

山行

日程

山岳名

リーダー

個

12/4

日光前白根

浅井(昭)

個

12/5

大谷ヶ丸

園木

会

12/12

日立アルプス

浅井(祐)

個
会

12/23
12/26

花咲山
渡良瀬遊水地

千葉
下川

個

12/26

要害山～鹿穴

園木

個

12/30

十二ヶ岳～鬼ヶ岳

山口(裕)

会

1/3

高川山

関口(美)

個

1/4

生藤山

小林(い)

個

1/4

三峰(栃木)

千葉

個
会

1/8,10
1/10

大無限山
奥多摩湖

園木
芳野

会

1/16

皇鈴山

石井(美)

個
個
個
個

1/19
1/22
1/19.20
1/22

両崖山
丸山～金昌寺
丹沢主稜縦走
縞枯山

小林(い)
浅井(祐)
山口(裕)
山口(裕)

個

1/29.30

蓼科山

浅井(祐)

会

2/6

経ヶ岳～高取山

樋口

個

2/6

甲州街道

石井(美)

個
会

2/9
2/11.12

雲竜渓谷
奥白根山

山本
浅井(昭)

個

2/13

湯の丸山

浅井(祐)

個

2/19

日光丸山

小林(い)

会

2/20

浅間嶺

鈴木(廣)

個

2/20

丹沢広沢寺

長田

第４回
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参加者名
浅井(祐)
八並、小野寺、松浦、松田、山口(裕)、
山口(敏)、大畑、長田
浅井(昭)、下川、松井、田村、大木、杉
山、和田、千葉、小林(い)、木原、八並、
張替、小野寺、山本、阿部、鈴木(里)、
中島、新庄、小林(陽)、上原、鈴木(廣)、
松田。平野、畑野、山口(敏)、渋谷
新庄、大畑
鏑木、芳野、上原、小宮、大門、大畑
鈴木(宮)、木原、八並、小野寺、新庄、
松田、山口(裕)
山口(敏)
池本、芳野、前田、小野寺、関口(勝)、
尾崎、石井(文)、松田、山口(裕)、新島、
大畑
小野寺、張替、松田
松井、鈴木(宮)、新庄、上原、青柳、
大畑
松浦、松田、山口(裕)、磯川、長田
下川、阿部、上原、畑野、新島、大門
染谷、黒澤、芳野、千葉、木原、鈴木(里)
中島、上原、石井(文)、畑野、山口(敏)、
新島、関口(美)、箱井
小野寺、山本、阿部
下川、小野寺、尾崎
小野寺、山口(敏)
会員外
下川、杉山、小林(い)、小野寺、山本、
小宮、山口(敏)、長田
染谷、浅井(祐)、松井、前田、小野寺、
関口(勝)、松田、園木、新島
和田、鏑木、鈴木(廣)、阿部、黒澤、
鈴木(里) 畑野、上原、杉山、木原、
田村、大門、大畑、渋谷、石井(文)
小野寺、小宮、山口(敏)
石井(美)、松浦、鈴木(勝)、山口、長田
千葉、小野寺、山本、小宮、松田、新島
関口(美)、渋谷
染谷、浅井(祐)、下川、山崎
黒澤、大木、鏑木、和田、芳野、前田、
千葉、木原、八並、山本、鈴木(里)、
中島、畑野
沼田

心に残った山行

～チマエテルナの頂を求めて～
記：沼田真澄

初めての山行と言えるのは、エルブレスの軽登山テント泊教室（編笠山・権現岳）であろ
う。1 泊 2 日でガイドはもちろん帰りのバスも付き、破格の 2000 円。目にした瞬間、即申
し込んだ。テントから全ての装備を揃えたが、登山靴はハイカットではなくトレールラン
ニング用のものを買った。今思うと無知極まることだったが、当時は余裕さをだしたかっ
たからだと思っている。1 日目は編笠山へ登る予定だったが、ガイドが道を間違えて直で
青年小屋へ行くこととなった。テントを設営、フリーズドライの夕食を採り、みんなで酒
を飲んだ。夜はかなり寒くて何度も起き、朝が待ち遠しかった。2 日目 4 時前に起きテン
トを出て、水場まで行き顔を洗った。そして朝食を採り、5 時前に空身で権現山へ。戻っ
てテントを撤収、不動清水を経て鹿の湯へ。2 日目の下っているときに足の裏が非常に痛
くなり、最後のアスファルト歩きはかなり辛かった。この山行は、私にとってはキツイ一
発目だった。
それから数十回山に登っているが、一番登っていて、唯一神秘体験したのは高尾山。
岩登りも経験し、沢登りも体験した。夏は沢登りが冷たくて気持ちが良い。丹沢はルート
が多く、色んなところで楽しめた。万太郎沢は、壮大で美しかった。
アルプスは、まだ南と東？しか行ったことがないが、あの高山の雰囲気は格別だ。
冬山は八ヶ岳。なかなか進まないラッセルや視界が狭い吹雪、そして雪山の美しさを味わ
った。寒い中のテント泊や阿弥陀の稜線の滑落もいい経験であった。
まだ山行回数は少ないが、山行の思い出を挙げたら書ききれないし、その中で心に残る一
番というのは選び難い。なので、最近の岩登りの情熱の引き金となった山行を挙げ、最後
に目標の山に触れて私の筆を置く。
二子山中央稜 6ｐ。アプローチが良く、マルチピッチを体験できるということで、クライ
マーの知人に去年の 11 月後半に連れて行ってもらった。下山途中に痛ましい事件が起きて
いるということで、登る前から少し脅されており、決行日の 4 日前くらいから熟睡できな
かった。当日、取り付きに行ってみると、日が当たらず岩が冷たい。手の感覚をなんとか
保ちながら登り始めた。1p を登ると日が当りはじめ暑くなった。3ｐ目の核心部は 10 分ほ
ど格闘した末、力尽きてスリングを使って A0 してしまった。格ピッチ、必ず考えさせると
ころが一箇所あり、それを解けたときは嬉しかった。そして、最後に頂上に立てたときは、
えも言われぬ感動を味わえた。ちなみに下山は一般登山道を下り問題がなかった。3 時間
もなかったが、密に集中して登れて、良い体験だった。
こういった体験を最終目標に生かしていきたい。
チマエテルナ、生と死が織り成す輪廻の鎖によって封印されし山。雲ひとつない晴天には
見ることができるが感じられず、雷鳴轟く悪天には見ることができないが感じられる。そ
の頂は、黒伽羅を遥かに凌ぐ香しさにつつまれており、かつてあらゆるものにとってのシ
ャングリラであり、今もあらゆるものにとってのシャングリラである。永遠にして普遍。
Sat-Chid-Ananda そのもの。誰も辿り着いたことがなく、誰もが辿り着く場所。我、輪廻
の封印を解き、その頂に立たん。Hari OM!
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「テントサイトの四季」

松浦

剛

春のテントサイトは残雪が緩みふきのとうが優しい顔を見せる。
頂は穏やかな残雪に輝き我々はその頂を目差す。
軟らかな雪を一歩一歩踏みしめ生きている喜びを心に深く感じる。
夏のテントサイトは高嶺の花が咲き乱れ夢の世界に我々をいざなう。
頂は灼熱の太陽に輝き我々はその頂を目差す。
硬い岩をつかみ心に登攀の喜びとファイトがみなぎってくる。
秋のテントサイトは紅葉の錦に飾られ山は豪華な衣装をまとう。
頂は秋の高い空の中に輝き我々はその頂を目差す。
落葉の柔らかな道を踏みしめるとほのぼのとした気持ちが湧き上がる。
冬のテントサイトは深い雪にうずもれ厳しい寒気が我々を包む。
頂は遥か遠く白銀に輝き我々はその頂を目差す。
深い雪の中に厳しい一筋の道を探し頂への希望とファイトをかき立てる。
「テントサイト」
山に登って一番楽しくのんびりする時はテントの中で過す時間である。ある時は１日の登
行に十分に満足し、満ちたりた時間を過す。ある時は明日の登行を考え緊張した時間を過
す。しかし何時もテントの中には山頂を目指す仲間が居る。この素晴らしい仲間とともに、
充実した時間を過す事が出来るのがテントサイトなのである。

笠ヶ岳新道のテントサイト
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山行紀行

～冬～

記：浅井祐子

▲ 2010.12.4. 日光.前白根山下見
L.浅井て、浅井ゆ、
草加 5:00 = 湯元 P8:15 – スキ-場 8:45
– 外山コル 11:45 – 前白根手前で戻る
- P 14:20
30 年振りに厳冬期の白根に挑むと
は、きっと若いパワーに触発されたに
違いない。下見にまで行くとは、本人
相当「力」入ってる模様。ドライブ気
分でついて来たけど、冬の湯元はどこ
か寂しげ。冷たい風だけが威張って吹
いてる。閉鎖中のスキー場から取り付
き、外山を巻きながら急登にしがみつくが、鼻水と涙目で、たぶん私、世にも恐ろしい顔
で登っているんだろうな～。コルまで上がると今度はブリザードとラッセル。泣きが入り
往路を戻る事にする。旦那～、これでは下見どころか本番ですぜぃ!! 湯元の熱～い温泉が
身にしみる～!!

▲ 2010.12.12. 忘年山行「高鈴山(623m) - 神峰山 - 羽黒山(490m)」
草加 5:30=登山口 8:00-高鈴山 9:10-御岩山 10:00 神峰山 11:15-羽黒山 12:15-小木津山公
園 14:00=入浴=草加 19:30
L.浅井ゆ、計 27 名 マイクロバス利用
会費\5,000

入浴：鵜の岬温泉/うららの

湯 (\1,000 / PM4 以降\500)
時には山上から海を眺めるのも良かろ
う…と、通称「日立アルプス」と親しま
れている
ミニ縦走路を今年の締めくくり山行とし
た。ほぼゴールに近い処で酒宴が出来る
という利点、しかも温泉付きなら忘年山行にはもってこいだろう。が、取り寄せた案内パ
ンフは少々眉唾ものだったような…? コース後半には工事でルートがいきなり寸断されて
いたり…と焦ったが、ベテラン組先導で藪こぎしつつルートを見つけ、無事正規コースに
戻れた。縦走ならではのアップダウンも続き、
「低山を侮ってはならぬ…」を実感する結構
ハードな山行になった。
宴は小木津山自然公園の炊事場を利用してのビュッフェスタイル。みんなで同じ料理を
つつきながら乾杯。午後 2 時を回り空腹と寒さも手伝ってか、あっという間に皿も鍋も空
になってしまった。食料の準備をして下さった女性軍には心よりお礼申し上げます。
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コール
記:中島

秀子

草加山の会を知ったのは、草加市の広報で目にした２５周年記念の富士登山の記事でし
た。早速、例会を見学させてもらい入会したのが平成１１年の夏。山歴と言える程の経験
も知識もないまったくの初心者でしたが、入会したばかりの頃は山に魅了され、不機嫌に
なる夫を後目に夢中で山に行っていました。夫いわく、
「どうせ長続きはしないだろう」と
思っていたそうです。気が付けば１１年を過ぎ、会員名簿の一番下にあった名前も３０周
年、３５周年記念を過ぎ、今では中程になってしまいました。自分でもこんなに長く続く
とは思いもよりませんでした。
膝の故障等、色々な事があり、山が遠くなってしまった時や、この山行で最後まで皆と
歩き通せなかったら山の会をやめようと心に決めて挑んだ月山を含め、仲間からのやさし
い言葉や励ましの声をかけていただきながらも、百数十回の山行に参加する事が出来、数
えきれない程、沢山の感動と思い出が残りました。感謝の一言です。
憧れであった北アルプスの山々、一度は登ってみたかったけれど、残念ながら私の膝で
は長時間重いザックを背負っての山行は無理。そんな私でも登れる山はまだまだ沢山あり
ます。
これからも山の会の皆さんと一緒に自然の中に身を置く幸せ、感動、そして楽しい思い
出を積み重ね、山からパワーを沢山もらって、皆さんの様に「若さと元気」を少しでも長
く保っていけたらいいな～と思っています。
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▲ 2011.1.22 (土) 奥武蔵 / 芦ヶ久保～丸山(960m) ～金昌寺
南越谷 5:51 = 新秋津=芦ヶ久保 8:10 – 大野峠 – 丸山 10:35-11:35 – 金昌寺 14:05 – 新
木鉱泉 14:30 = 秩父 16:00
L. 浅井ゆ、下川、小野寺、尾崎、
久しぶりに電車に揺られての山行。急な計画にも関わらず
付き合ってくれる仲間は有難い。おまけに下川さんは、女子
3 人にお手製の金柑デザートまで作って来てくれた!!
芦ヶ久保駅に降り立つとキリリと冷気が頬を刺す。果樹園
からのコースでは物足りないので、大野峠経由で丸山を目指
し秩父へと下るコース。落葉し視界の効くのがとてもいい気
分。
山頂手前からも天を突くように聳え立つスカイツリーが見え
るし、丸山の頂も展望は最高だ。あやちゃんが「山頂からは
槍も見えるんだよ～」といばっていたが、どうやっても見え
そうにない。
どこでそんなガセネタを仕入れてきたのやら…?
頂の展望台で昼食を取っているといつの間にかハイカーで大賑わい。早々に場所を明け渡
し北西へと歩を進ませる。少し下ると県民の森の大きな駐車場があり、春や秋にはファミ
リーハイクで賑やかそうだ。
右手には秩父の町が見え始め、左には武甲山や両神山が望める。やがて長い尾根に飽き
る頃、秩父札所四番「金昌寺」の裏手に出た。マリア観音の異名を持つ慈母観音が有名だ
が、英子さんと私は 2 人して感慨深く手を合わせた。ここから 10 分程歩いた処に新木鉱泉
館がある。つるつるしたお湯で汗を流し秩父駅から帰路に着いた。

▲ 1.29 – 30 蓼科山(2530m)と車山(2384m)
1/29(土) 草加 5:30 = 女ノ神茶屋 P9:30 – 蓼科山 13:00 – P15:15 = 宿(シェーンベルク
蓼科)
1/30(日) 宿 9:00 = コロボックル P10:00 – 車山 11:00 – P11:50 = 草加 16:30
L.浅井ゆ、山本、小林い、小野寺、杉山、
下川、山口敏、小宮、長田、
昨冬に引続き今年も山本さんに宿をお
世話して頂き、雪の北八ヶ岳に挑戦。ガ
イド本では、蓼科山は初心者用のページ
にくくられているが、天候によっては当
然厳しくなるだろう…。悪天なら坪庭辺
りの雪上ハイクに変更する心づもりで、
中央道を西へ西へ…。
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曇ってはいるが天気はまずまず。登山口にはすでに 10 台以上の車があり蓼科の人気度が
伺える。装備を整え踏み跡を追う。ワカンも背中で出番を待っているが、今日はアイゼン
に活躍して貰いザクザクと雪を噛む。高度を稼ぐにつれ寒さも風も強くなって来て、休む
そばから体が冷える。夏だと大きな岩がゴロゴロと重なり合い登りにくいが、この季節は
すっかり雪の下で見る影さえない。長い急登をやっつけてようやく頂に到着。が、一層風
も強くなり気温も－17℃。こんな過酷
な雪山にみんな良く登ったな～と内心
ほっ とす る 。互 いの 健 闘を 称え 合 い
早々に下山。下りも足元を慎重に歩を
進める。
何とか登って来たが、天気一つで様
相を変える厳冬期の雪山。今回の蓼科
山は一つの自信に繋がり、みんなの誇
りになった事と思う。
宿へ向かい、頑張ったご褒美に熱～
い温泉と美味い料理、その後はカラオ
ケではじけました!! ♪～

▲ 2.13(日) 湯の丸山雪上ハイク
草加 5:30 = 地蔵峠 P8:20-50 – 湯の丸山 11:30 – P13:15(入浴) = 草加 19:00
L.浅井ゆ、小野寺、松田、山本、新島、千葉、小宮、関口美、渋谷、
美津江さんの感想が印象的だ。
「雪は童心に返る…」まさしくその通り。雪上ハイクは心
を無にして子どもに返れる遊びではないだろうか?

雪の山と言うと怖いイメージがある

かもしれないが、場所さえうまく設定すれば冬ならではの楽しい雪遊びが楽しめる。今回
もワカンに初めて挑戦した方々の笑顔がまぶしい。今後も雪山人口増加計画に励みたいと
思う。
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忘年山行・日立アルプス
記:渋谷久美子
✦日

時：2010／12／12

✦ﾒ ﾝ ﾊ ﾞ ｰ：L 浅井(祐)、浅井(昭)、下川、松井、田村、大木、杉山、和田、千葉、小林(い)
山本、木原、八並、張替、小野寺、阿部、鈴木(里)、畑野、中島、新庄、
小林(陽)、上原、鈴木(廣)、松田、平野、畑野、山口(敏)、渋谷
(２８名)
✦コース：松原団地５時３０分集合
登山口 8:00･････高鈴山 9:10～9:25･････御岩山 10:00･････神峰山 11:15
･････羽黒山 12:15～12:20･････小木津自然公園 14:00～15:10(昼食)
入浴後帰路(松原団地着)19:30
松原団地に午前五時半集合、忘年山行２８名の参加で晴天にも恵まれ、バスは出発しまし
た。
車中ではグループ編成のくじ引き！“甘～いアメ”のくじ引きでリーダーが決まり、常磐
道を進み２時間半で登山口に到着です。
グループで登山開始、高鈴山へと進みます。キャンプ場、桜並木を進み、ゆるやかな登り、
会話もはずみ頂上です。白い塔、デッキがあり一息です。日光連山の見事な眺めを堪能、
集合写真に収まりました。
岩がゴロゴロの御岩山、アセビの林、木漏れ日の中快調に足も進みました。１１時１５分、
神峰山です。神社があり、日立市街地、太平洋を眺めながらの水分補給とおやつタイム。
桜の大木、さかきの林道を進み羽黒山、小木津公園と進み、やっと食事です。
手作りの漬物、おでん、温かい汁物と、疲れた体にしみわたる昼食･････。満腹でした。ご
ちそうさまでした。後は入浴が待っています。
「鵜来来の湯」の露天風呂で心も体もリラックス、帰路へと着きました。
山の良さ、山の会の皆さんのやさしさに感謝の気持ちで一杯です。
これからもよろしくお願い致します。
4 班感想

日立アルプス（高鈴山～羽黒山）忘年山行

■今回の忘年山行は、祐子リーダーのアイデアと行動力で、素晴らしい山行になりました。
大勢の仲間と安全に楽しく山を歩くための意外な考え方や方法がいっぱいある事に気付き
ました。
又、幾つものハプニングも有りましたが、冷静に行動出来たのは、メンバーの中に必要な
知識があったからだと思います。
食事づくりの手際の良さにも今更ながら驚きますが、一番はあれだけの量が瞬く間に胃袋
に消えたことでした。すべて愛情あふれた手料理で、美味しくて箸がとまりませんでした。
ゴチになりました！！！ありがとうございました。
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小林いつこ

■変化に富んだコース、美味しい料理、展望に良い温泉、予期せぬ出来事とテンコ盛りの
記憶に残る山行でした。

松田

武

■快晴の忘年山行、日立アルプス（高鈴山～羽黒山）に、マイクロバスにて総勢２７名で
出発。車中でメンバー編成とリーダーのくじ引きがあり、４班に分かれて出発する。
低山で最高峰？の高鈴山までは予定通りのペースで進み、山頂は広々として展望もよく出
足良好だった。だが、これからが大変でした。一言では言えないので省略します。
アルプス縦走に恥じない面白く楽しい山行でした。小木津山自然公園内の炊事場で食べた
豪華な料理に舌鼓、海の見える鵜の岬温泉で入浴して大満足しました。
総リーダーの祐子さんありがとうございました。我が班の皆さんお世話になりました。
上原すみ
■山歩きは班ごと、宴会は全員で、と面白い試みでした。
美味しいお手製のおかずに暖かい鍋も３種類とメニューも豊富で、お腹も満たされ大満足
でした。思いのほか歩き応えのある低山縦走でしたが、好スペース配分で楽しく歩けまし
た。リーダーの畑野さんお疲れさまでした。

新庄八重

■多彩な料理、味付け美味しくいっぱい食べました。考えるだけで大変なのに山で食べら
れるなんて！！料理を作ってくれた皆さんに、あらためて乾杯！！

下川賀也

■なかなか行く事のないコースを計画して下さった祐子さんに、まず御礼を申し上げます
それ程長いコースではないのですが、変化があり縦走出来るバス山行、多いに楽しめまし
た。その上お昼が飲み物、食料豊富で又楽しく、温泉付き幸せな忘年山行の一日でした。
大木靖子
■今年も楽しい忘年山行に参加出来ました、ありがとうございました。
高鈴山頂間近で海が見えました、朝日で金色に輝いていたのがとても綺麗でした。
この後は、道標に惑わされたり、途中道が無くなったりといろいろ有りましたが面白い山
行になりました。美味しい手作り料理もお腹いっぱい頂き、ゆっくり温泉にも入れ大満足
でした。

畑野仁美
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地図読み山行
オザワドウミ～ホリヌキドウミ～大谷ヶ丸～大谷ヶ丸西尾根
記
■日時

15）～

毅

2010 年 12 月 5 日

■メンバ－Ｌ.園木、松浦、山口敏、裕、松田、長田、小野寺、大門、八並
■コ－ス

園木

記・園木

小金沢林道登山口（8：15）～オザワドウミ（9：00）～ホリヌキドウミ（10：
縦走路（11：00）～大谷ヶ丸（11：20～12：30）～大谷ヶ丸北峰（12：45）～田

野（15：15）
昭和 45 年頃買った昭文社の登山地図にはオザワドウミの記載はないがホリヌキドウミ
は記載されている。その後の平成 4 年以降の地図には双方の名が記載されている。
ドウミとはどの様な所なのか興味がわき、他の地図も調べてみるが全く見当たらない。
文献などで調べるとどうやら鞍部、キレット、乗越し、タルなど峠状の所を指すようであ
る。さて、そうなると見たくなる自分がいる。現在オザワドウミへはゲ－トは閉まってい
るが小金沢林道側から林道が登っているのでこれを辿る。オザワドウミは小さな鞍部と言
ったところで、振返れば小金沢連嶺の黒岳が大きい。ホリヌキドウミへはスズタケの藪の
急登から始まる。1 時間ほど藪をかき分け登るといきなり尾根が切落ち砂に覆われたすり
鉢状の上に出た。どうやらホリヌキドウミである。キレットといった感じで両側の谷は深
い。少し戻り右側を谷底目指し下りトラバ－スして鞍部に這い上がった。3 人も立てば一
杯でドウミと言う何にふさわしい所である。ここから先も尾根は急で木の根を掴み高度を
稼いで行く。春だったら綺麗だろうイワカガミの群落の中を行くと縦走路に出た。大谷ヶ
丸には右に一足で三角点のある南峰へ着いた。数人の先客が居たが早速本日の『汁』鰯の
つみれ汁を作り舌鼓を打つ。………………左
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ホリヌキドウミ

右

本日の「汁」

西尾根へは縦走路から外れた北峰へそして西に向かう尾根に乗る。西尾根は最初からかな
りの急降下だが自然林が多く残されおり踏み跡も確りしていて快適な尾根である。降立っ
た所が予定通り田野の湯であったが、残念なことに営業していない。早速、砥草庵と言う
蕎麦屋に落ち着いた。ほうとうを頼んだ人はがっかりした様で次は美味しいほうとうを食
べに行きますのでお許し請う。蕎麦は美味しかったのに残念。地図読み山行は楽しい。皆
様お疲れ様でした。

花 咲 山

（大月市・761m）

▲平成 22 年 12 月 23 日（木）晴れ

記：千葉

かつ子

▲L 千葉、新庄、大畑、青柳
▲新越谷 6:17 ⇒ 西国分寺 6:57/7:13 ⇒ 高尾 7:45/7:46 ⇒ 大月 8:28/8:40 ⇒ 花咲山
登山口 9:05 ⇒ 又平山 10:00/10:05 ⇒ 花咲山 10:45/11:20 ⇒ 馬ノ背 11:45/11:55⇒ 花
咲山登山口(林道)12:30 ⇒ 初狩 13:20
好天気に恵まれた「花咲山」、今年最後の山行は女性ばかり 4 名で行って来ました。
浅利集落の二十三夜塔脇の坂道を入り中央高速
に沿って歩いて行くと、ちょっと分かりにくい
所に花咲山登山口の道標があり、ここから本格
的な登りになりました。
最初からかなり急登の連続でしたが青空に富
士山が見えると、そんな辛い登りも何のそので
した。間もなく目の前に大きく聳える高川山が
富士隠し山となってしまい残念でしたが、又平
山を過ぎると真白に化粧した富士山が顔を出し
てくれ、それからはずっと下山するまで木々の
間から眺められ満足しました。
落葉の積もった急な登りは花咲山まで続いて
いて、滑るしアキレス腱は伸びっぱなしで思い
のほか神経を使いハードな登りでした。
花咲山
また変化に富んだ尾根からは、振り
返ると岩殿山、そして南大菩薩、滝
子山、三ツ峠なども望むことができ
ました。
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馬ノ背

頂上は風もなく暖かな日溜りの中、ゆっくりと落葉の座布団の上で休みました。下山途中
には岩殿山の稚児落としをこじんまりしたような馬ノ背の岩場があり、いつまでも眺めて
いたい景色が開けていました。
まだ時間も早いし駅まで歩く予定なので気が楽、本当にのんびりできました。今年最後の
山行は暖かな 1 日、日本一の富士山を見られて満足できました。

地図読み山行
要害山～岩堂峠～鹿穴～大蔵経寺山～
記
■日時

毅

2010 年 12 月 26 日

■メンバ－Ｌ.園木、小野寺、鈴木宮、八並、新庄、木原、松田、山口裕
■コ－ス

園木

記・園木

要害山登山口（9：15）～要害山（9：45）～岩堂峠（11：05）～気持ちのいい

尾根昼食（11：40～12：45）～鹿穴（12：10）～大蔵経寺山（14：40）～石和温泉かんぽ
の湯（15：50）
本日の第一の目的は美味しいほうとうを食べること。その二は石和温泉の湯につかるこ
と。そこで甲府近郊の登りそこねている鹿穴を選んだ。
登山口は武田神社奥の積翠寺温泉でこの辺りは武田信玄に関する話がたくさんあり歴史
を感じる所。要害山は城址になっているので色々な説明看板を読みながらゆっくりと登る。
ここから気持ちのいい尾根を辿り一旦くだって登り返すと深草観音。２０メ－トル位の垂
直の鉄梯子の上に観音様が祭られて居る。日が当たらない寒い沢状の所を登って行くと岩
堂峠に出る。右へ鹿穴を目指すが日当たりの良い暖かい尾根で昼食とする。早速本日の『汁』
作る。トマトとべーコンのコンソメ仕立て。予想以上に美味しくできた。

左

鹿穴山頂は看板と三角点のみ

右

本日の『汁』

食事の後は今まで登り損ねていた鹿穴を目指す。登山道は山頂をと通らず巻いていって
しまうので鞍部から山頂とおぼしき所を目指し藪漕。三角点と山名看板が有るだけで展望
はない。さらに藪道を進み登山道出た。ここから大蔵経寺山へは快適な尾根が続き所々展
望もありゆっくりと歩く。大蔵経寺山で石和の町を眺め滑りやすい道を一気に下る。日が
傾くと傾くと寒くなってきた。後は暖かい温泉とほうとうが待っている。
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十二ヶ岳

今年の富士見納め
記：山口裕史

◆日時：２０１０年１２月３０日
◆メンバー：L 山口裕史、山口温泉、会員外１
◆コース：8 時間 35 分
毛無山登山口駐車場 6:00→7:30 毛無山 8:00→9:35 十二ヶ岳 10:00→金山 10:35→10:55 節
刀ヶ岳 11:20→金山 11:25→11:55 鬼ヶ岳 12:10→雪頭ヶ岳 12:20→堤 13:25→鬼ヶ岳登山口
13:40→みたまの湯 14:15→毛無山登山口駐車場 14:25
年を締めくくるのはやはり富士山の見える山。去年は竜ヶ岳でダイアモンド富士を見た。
今年は、深田久弥終焉の地、茅ヶ岳にしようか、富士山を真近でみるために御坂山塊の周
遊にしようか迷う。丁度、公開バスハイク下見の際に関口さんから十二ヶ岳面白いとお聞
きしていたのと、天気予報も悪かったので早めに富士山が見える御坂にした。
毛無山山頂に到着した時は雲にからまれて富士が
見えず、これまでかと天を仰いだが、雲の流れが
速く朝食を取っていると富士の大パノラマが開け
た。やはり御坂山塊から見る富士は大きく、何度
見ても感動する。
積雪はあまり考えていなかったが、毛無山頂より
先は数センチの積雪。それでも凍結していなかっ
たのでアイゼンは使用せずに済んだ。積雪の登山
道を歩くのはサクサクと気持ちよく今年最後の山
で儲けた気分になる。
十二ヶ岳へのコースはロープを使った登下降が続
き、吊橋渡りなども緊張したが思っ
ていた以上に面白かった。
本当は王岳まで歩きたかったが、午
後から雪という天気予報で雪がぱら
ついてきて、展望もなくなったため
に今回は雪頭ヶ岳を抜けて下山した。
お陰で計画と時間がずれてしまいバ
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2010 年も富士見納めできました！

ス 1 時間待ちということになってしまった。それならばと徒歩で駐車場まで帰ってみた。
今回は途中から富士が見えなくなってしまったために再び登りたいコースである。
また、以前登った三方分山方面から王岳を経由して鬼ヶ岳までも繋ぎたいものだ。

新年山行

高川山（９７５Ｍ）
記

☆日程

：

２０１１年１月３目（月）

☆天気

：

池本

均

晴れ

☆メンバー：Ｌ関口美津江、関口勝造、芳野、前田、石井文子、小野寺、尾崎、松田、
山口裕史、新島、大畑、池本
☆コース

：雨越谷駅６：５３－初狩駅８：５５～９：００～高川山１１：３７～

１２：０８～登山口１３：０８～田野倉駅（富士急行）１３：５７～１４：０４
－大月駅（ＪＲ中央線）１４：２１～１４：２８一南越谷駅１６：３０
☆費用

ホリデーパス２３００円、大月～初狩１９０円、田野倉～大月２ １ ０円
スープ、焼き肉食材費５００円
今年は、月１回山行を目標に掲げたものの、参
加するつもりであった１０日は仕事、１６
日は内祝いと行けなくなったが、元旦から３日
までの妻の実家に泊まる予定が、急遽キャ
ンセルとなった為、元日に滑り込みで参加を申
し込む。１年の計は、元旦にあり。これで、
目標に１歩近づく。これって、とても低レベル
の目標ですが。初狩駅に降りるのは、初め

てですが、作家の山本周五郎の出身地だそうです。指導標に従い登山口から檜林の急坂を
登り、汗をかきジャケットを脱ぎ、男坂、女坂の分岐へ、もちろん、女坂を選択。滝子山
が、背後に姿を見せ、頂上までは、まだあるぞと思っていると、もう到着。富士山は少し
雲がかかっているものの、大きい。遠く南アルプスの山には、雪がかかっている。頂上に
は、昨年の１０月６日に亡くなった名物犬ビッキーの写真が置いてありました。全員で記
念撮影をして、少し下ったとろで、食事の支度
を始める。まずは、具だくさんのスープ。とて
も美味しく体が、温まりました。次は、焼き肉。
コールマンのツーバーナーのコンロを松田さん
が担いでくれたのです。その重さ 10Ｋｇ。 本
当にご苦労様でした。沢山いただきました。お
酒は、銘酒久保田の冷や、前田さん持参の下町
のナポレオンの水割り、山ロさん持参の日本酒
を燗でいただき、気分は最高。他に皆さん持ち寄りの、ハタハタの酢づけ、黒豆、昆布と
糸こんにやくの煮しめｅｔｃ我が家の正月の食卓よりすごい大宴会となりました。
心も体も温まり、勝造さんが、先導となって、枯葉が敷かれた道をすこし酔った足で滑ら
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ぬようにして全員無事下山。大月駅で、再び、ビールで祝杯を上げる。今回は、小生、何
の荷物も持たず、大名登山をさせてもらいました。参加者の皆さん申し訳ありません。最
後に、リーダーの美津江さん、心のこもった素晴らしい山行を準備していただきありがと
うございます。
ぐ ん だ り

生藤山（軍刀利神社より）
記：小林いつ子

■日

程

平成 23 年 1 月 4 日（火）

三国山にて

S・張替

■メンバー L 小林い・小野寺・松田・張替
■歩

程

6：17 南越―7：30 上野原―タクシーー軍刀利神社奥の院 8：20 出発
―10：00 生藤山山頂ランチ 11：00－11：30 連行峰―12：00 山の神分岐
－12：50 和田―13：50 バスー藤野駅

松原の湯♨

今年の関東は乾燥した良い天気が続き、気楽な山歩きには最高だ。まして、お正月とも
なればお神酒は入るし、ご馳走は出るし、但し帰り道に少し用心しながら下りるのは鉄則
である。私は前日の新年山行に参加出来なかったので御馳走を食べ損ねた。
正月からチェっ！！ってところだが、車窓から富士山が端正なお顔を見せてくれたので満
足なのだ。
南越から一つ早い電車に乗れたので、上野原からバスではなくタクシーに乗った。
少し高く付いたが、車は井戸のバス停を通り過ぎ軍刀利神社の奥の院まで入ってくれたの
で、30 分もの時間が短縮できた。しかも、かなりの急坂なので大いに助かった。
奥の院は杉木立に真っ直ぐ伸びた階段が何とも趣があり、キーンと冷えた空気の中、鳥居
をくぐり社殿に向った。
なんでも、この辺りは写真家の白幡氏の出身地近くで、軍刀利神社には関わりが深く、
長い間荒れ果てていた奥の院から先の登山道の整備を呼びかけているそうだ。それは昨年
に始まり今年もネットでボランティアを募っている。登山者の為というよりは、その先に
ある元宮までの信仰の道を整備して行こうというのかも知れない。
社殿から 10 分ほど登ると、目の前に桂の大木が現れた。祠の前にそそり立つ桂には
「天然記念物」と記されていた。青々とした葉を茂らした姿を見てみたいものだ。
道標はしっかりしている。40 分程で桜並木のある道
に出た。ここで初めてのハイカーと出会い、生藤山
への道を聞かれた。やっとお天道様にあたる事が出
来た。日差しはまぶしくて暖かい！暫く歩くと生藤
山手前の三国山に着いた。ここは広く、富士をはじ
め、甲府方面の山々が良く見えた。
望遠鏡と地図でそれぞれの山を眺めてみた。
生藤山は三国山から僅かな距離であった。
私としては広さ・眺め、どちらをとっても三国山に
軍配をあげたい。ベンチが 4・丸太椅子 1 と道標が 2 つ。少し早いがささやかな宴になっ
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た。熱燗と焼餅・持寄りのおにぎり・甘―イいちご等々で約一時間。他のハイカーは誰も
来なかった。
帰りは、茅丸・連行峰を醍醐丸山方向に上下し、山の神分岐から和田に下山し、バスで藤
野に下りた。

▲2011 年 1 月 4 日（金）晴

メンバーの皆さん有難う。最高でした！！

▲L 千葉、新庄、松井、上原、大畑、鈴木(里)、青柳

▲松原団地 5:40 ⇒ 佐野 SA ⇒ 栃木 IC ⇒ 御嶽山神社 7:30/7:55 … 清滝 8:20 … 奥ノ
院 9:40 … 三峰山 11:05 … 御嶽山神社 12:05 ⇒ 出流山満願寺 12:45
★今日は正月の４日でしたが、高速道路は思ったより空いていました。
御嶽山神社には 2 時間程で着いてしまい、神社に参拝して里宮の拝殿脇から登り始めまし
た。整備された段差のある石段を登って行くと清滝、御嶽大神、沢山の小さな祠が信仰の
山であることが感じられました。１時間程で石段を離れ奥ノ院への急登はゆっくり登りま
した。奥ノ院から三峰山までは尾根歩きとなり、下山後に食べるお蕎麦を楽しみに歩を進
めました。
頂上は杉と笹薮の中にあり何の景色もありませんでした。すこし先の展望が開けた所から
は、雪を被った男体山、女峰山が雲に浮かんでいるようでした。
お昼には下山でき新年の参拝者で賑わう出流山満願寺に詣で、「いづるそば」を頂いて帰
りました。美味しい蕎麦にメンバーは大満足？お疲れ様でした。

※千葉かつ子

★今年の歩き始めは三峰山（栃木）になった。千葉さんからのお誘いで参加させていただ
き、コースも判らずお弁当も持たずのお気楽山行となった。祠が所々に見られ信仰の山の
様子が伺える。約４時間の山道は樹林ありザレた急坂ありで、程よい足慣らしが出来て大
満足です。帰りに食べた天ぷらそば（生粉 10 割そば）が絶品でした。松井さんお疲れ様
でした。皆さんお世話になりました。

※上原

すみ

★象がうずくまっているような山容で、祠や石仏が多く点在している信仰の山でした。
下山後は満願寺に立ち寄りお参りしました。満願寺の周りには蕎麦屋が多く、ここの蕎麦
は有名らしいです。「さとや」という店で食べた生粉蕎麦は美味しかったですね。
松井さん運転お疲れ様でした。皆さんお世話になりました。

※鈴木

★御嶽山神社は空海によって 812 年開山
され、山全体が修行の場だった。
両脇の急な階段沿いには滝、灯明台、鳥
居、石碑、険しい岩壁に奉納された数々
の祠に身が引き締まる。尾根伝いに行く
「三山参道」は石灰採掘会社との境界が
トラロープで仕切られ三峰山頂まで続い
ていた。石灰採掘はどんどん進み山肌は
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三峰山

里子

削られ痛々しい。この山は将来どうなってしまうのでしょう。
地味な山なので、麓に花が咲く（節分草、カタクリなど）頃に登るのがお勧め。今回寄っ
た満願寺とお蕎麦もいいですよ。季節限定寒晒し蕎麦は有名。

※新庄

八重

大無間山 山頂目指すも断念
記：山口裕史
◆山行日：２０１１年１月９～１０日（前日８日夜出発）
◆メンバー：L 松浦、松田、長田、磯川、山口（裕） （敬称略）
◆コースタイム:
1 日目:9 時間 10 分
諏訪神社 7:20→11:20P4(小休止)11:50→13:10P3→14:00P2→14:30P1→16:30 小無間山(テント
泊)
2 日目:唐松谷ノ頭ピストン 50 分、下山 5 時間 30 分
小無間山 7:30→唐松谷ノ頭 8:00→8:20 小無間山(テント撤収)8:55→10:20P1→10:40P2→
11:30P3→12:15P4→諏訪神社 14:35
今回は園木さんの念願の大無間に動向させていただくことになったが、肝心のリーダーが
仕事の都合で参加できず、引き継いだ松浦さんと相談した結果、情報不足のまま大無間を
目指すことになった。当時は気軽に考えていたが、現実はとんでもなく大変だとも知らず
に…。
小無間山頂でテント泊をするための冬季装備で結局 20 キロ以上のザックを担いで年初め
早々キツイ山行になりそうな予感だ。
当日朝登山口から P4 に至るまでの標高差は 1500m 程と大きな山でもなかなかない標高差
を登る。その後の P4～P1 までの積雪のついた急峻なアップダウンは、若干性質は違うが
両神の八丁尾根、表妙義以上に大変。
追い討ちをかけるように P1～小無間山の最後のアップダウンが一番急峻に思われた。総計
すると 2000m 以上の標高差は厳しいはずだ。
P2 へ向かう道中で松浦さんの足がつって一時は P4 の小無間小屋に戻るか頭をよぎったが、
歩けそうとのことで意を決して小無間山頂に向かった。松浦さんが足がつったのは初めて
みた。やっぱり厳しい山行だ。
P1 を急下降し鞍部に出ると大崩落地帯が待ち受けている。陵線は痩せていて小無間山に取
り付く箇所はかなり急斜面で足場
が心もとなく冷や冷やする。

唐松谷ノ頭から大無間を望み万歳

小無間山の山頂まで樹林に覆われ
テントを張れるようなスペースが
皆無のため、行くならどうしても
山頂に到着する必要があった。ザ
ックの重さと山のきつさでなかな
かペースが上がらない中、日没前
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にギリギリ山頂に到着した時には本当にホッとした。直ぐに暗くなってきたが、整地しよ
うとしても雪がさらさら過ぎて踏み固められない。焦ってもどうにもならないので、凸凹
のままテントを張った。
2100m 付近でのテン泊であったが、思っていた以上に暖かく(-5℃位)風もなかったため快
適に過ごせた。寒い中での熱燗は旨い。
2 日目に大無間を目指す予定であったが、往復で 4 時間半程度かかった上にアップダウン
の激しい下山では日没までに戻れないと判断し、今回はせっかく小無間まで来たが泣く泣
く登頂を断念した。展望の開け
る唐松谷ノ頭まで数十分歩き大
無間山の姿を心に焼き付ける。
隣の写真は下山時 P4 で木の間
から見える富士山をバックに撮
った写真。この頃は余裕も出来
厳しい道中を振り返って愚痴り
あっていた頃だ。丁度、静岡の
こまくさの会の方が休憩してい
て一緒に写真を撮る。今回は誰
にも会わない山行になると思っ
ていたのに拍子抜けした。ただ
相手方は聖平小屋のオーナーさ
んとのこと。来年以降、上河内岳～茶臼岳～光岳を周遊する時には聖平小屋にてテントを
張る予定なので何かの縁だろうか。
マップを見ると登れるだろうと安易に考えていたが、山頂まで到達できない悔しさが残っ
た。2 泊 3 日で予定を組んでいればと思うが、2 日使うなら他に行きたいところが沢山あ
るので、次回大無間に再びアタックすることがあるかは考えものである。
過去 5 本の指に入ると思われるハードな山行となった。はたして園木さんはいつの日か大
無間目指すのだろうか？楽しみだ。
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奥多摩湖
Ｍ：芳野、下川、阿部、上原、畑野、新島、大門、他 1 名
1 月 10 日（晴れ） 天気予報は、寒気が入り

風が強く今年一番の寒い日になるだろう

との事。寒さを覚悟していっぱい着込んで出かけ
た。5 時 31 分、南越谷駅発の電車に

予定されて

いた全員が乗り込んで出発する。奥多摩駅に 7 時
46 分着。そして 7 時 50 分発のバスに乗り込み

峰

谷橋に 8 時 20 分に着いた。奥多摩湖の温度計はマ
イナス 3℃を示していた。幸いに風が無く歩き易
かった。ドラム缶橋の上には釣り人も無く、対岸
にヤマセミは居ないか探しながら、ドラム缶橋の
揺れを楽しんで歩いた。対岸に渡ると

ヒガラやヤマガラの小鳥の群れが出迎えてくれる。

しばらく行くと遊歩道は工事の為、通行止となっていて、止む無く車道を歩く事となる。
それでも、シジュウカラなどの小鳥を見ながら

ワイワイ歩く。誰かが

タヌキが居ると

騒ぐ、今日は色々な動物に出会えそうで楽しくなる。日向と日陰との温度差が

大きく感

じられるようになる。日向の方に小鳥達も集まって居るようだ。もう少しで、山のふるさ
と村に着く頃、大きな猛禽類が頭上に現れゆっくり旋回している。尾や羽の縞模様が美し
く、初めは鳥の名前が思い付かなかった。誰かが持って来た図鑑を見ながら

消去方で消

していく。残った名前がクマタカだった。半年前、小国町の「マタギの館」でクマタカの
剥製を見た。鷹のイメージより遥かに大きく立派な鳥だった。その鳥が今、目の前に居る。
カメラを持って居る事に気付いた時は、上昇気流に乗って遠くの空に昇って行ってしまっ
た。9 時 20 分頃、山のふるさと村に着く。直にビジターセンターに行き、クマタカの存在
を確認すると、此処に住んで居るとの事でした。ヤマセミも良く見られるとの事。奥多摩
湖に来る楽しみが、また増えたような気がした。いろいろ話しているうち、「いこいの路」
は冬季の為、閉鎖しているとの事。あきらめ切れずに入り口まで行くと、門は閉まってい
たが、鍵は掛かっていなかった。開けて行きたかったが、万が一の事を考え引き返す事に
した。
「むかし道」に変更します。ビジターセンターまで戻
り、バス時間を確認し、10 時頃少し休んで戻る事になった。
ドラム缶橋を渡り、今朝バスを降りた峰谷橋のバス停に
11 時頃着いた。バスは 11 時 10 分発。水根から中山集落を
抜けるのにアップダウンがキツイので、桃ヶ沢バス停で降
りる事にした。ここから多摩川沿いの「むかし路」を歩く、
11 時 30 分頃だった。旧街道の名残が今でも有り、道祖神や馬頭観音などの史跡を見なが
らゆっくりと歩く。この道中思いの他、いっぱいの小鳥達を見た。ジョウビタキやルリビ
タキ。今期初めてのルリビタキのオスを何度も見た。12 時 50 分頃、白髭神社で昼食をと
る。日向は暖かで気持ちが良かった。30 分程休み、奥多摩の駅に向かう。14 時 30 分頃、
駅の近くに着く。14 時 45 分発の立川行きの電車に乗り、16 時 45 分頃南越谷駅に着いた。
そこで解散となった。予定変更はいろいろあったが、天気にも恵まれ
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楽しい山歩きが出

来て

良い一日となった。

皇鈴山[697ｍ](寄居アルプス山行記)
● 山行日

2011 年(平成 23 年)1 月 16 日(日)

● メンバー

Ｌ石井(美)、黒沢、上原、畑野、山口(敏)、木原、中島、関口(美)、
新島

● コース

天気：晴れ

芳野、千葉、鈴木(里)、染谷、箱井、石井(文)

計１５名

南越谷(5：31)＝北朝霞(5：52)[乗換]朝霞台(6：02)＝東武東上線＝小川町駅

(7：01)バス(7：10）＝＝内出・打出 7：28 二本木登山口(8：00)---二本木峠(8：50)--愛宕山---皇鈴山(9：40)---登谷山(10：05～30)---釜伏山(11：10)---日本の里休憩所(12：
25)---風の道歩道(４㎞)---波久礼駅(13：40～52)＝＝寄居駅(14：18)＝＝
小川町駅(14：41)＝＝朝霞台(15：35)[乗換]朝霞台(15：45)＝＝南越谷(16：05)
久し振りの秩父山登山です。４つの山頂と最後に４㎞の歩道があり歩程１２㎞への挑戦
です。暖房のきいた電車とバスを２時間乗り継ぎ登山口に降り立つと流石に寒い、バス停
の近くにトイレがあり身支度を整え歩きだす。
外秩父七峰縦走ハイキングコースの為か皇鈴山への標識が分岐ごとにあり、分かり易く
なっていました。民家を抜けたら急に勾配がきつくなり、体も温まりました。
５０分で二本木峠に到着、５分程で第１ピーク愛宕山到着、緩やかな登りで 9：40 第２ピ
ーク皇鈴山に到着、両神山が見えるが風が吹き寒くて写真をとりすぐに歩きだす。下って
いくと見晴らしの良い場所があり東方面は、スカイツリー、筑波山、日光連山、反対側は
ちらっと雪をかぶった浅間山がみえ、笑顔になりました。転落防止の柵があるところや林
道を横切りアップダウンを繰り返し 10：05 第３ピーク登谷山山頂に到着しました。ここ
は、風が無く日だまりで暖かいので、昼食にしました。10：30 下山開始、暫く下ると登谷
高原牧場売店がありましたが、閉店し
ていました。釜山神社の左側を通り、
第４ピーク釜伏山到着、アップダウン
がありごつごつした岩肌でロープが張
ってある山道を下り 12：25 日本の里
に到着、緊張していた体が日だまりが
あり少しほぐれました。波久礼駅まで
は、風の道と名のついた風布川の左右
の岸を徒しょうしながら歩いたので４
㎞を１時間で歩けました。
ツツジ、桜、梅等の木が多数植えられ
ていたので満開になればみごとだろうなあと思いました。

皇鈴山山頂

＊外秩七峰縦走ハイキングコースとは、
スタート小川町駅―官の倉山―笠山―堂平山―剣ヶ峰―大霧山―皇鈴山―登谷山―
ゴール鉢形城歴史館―寄居駅

全長 42 ㎞

今年は、４月２４日(日)開催です。
記
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石井文子

両崖山～天狗山・山行報告
日時・

H23 年 1 月 12 日

メンバー

L・小林い・・小野寺英子・・山本理郎・・阿部芳夫

コース

新越谷～東北道佐野藤岡 IC～足利織姫神社～両崖登山口～
両崖山～天狗山～峠道～織姫神社駐車場
記

阿部

今日の山行は 2～3 日前山本さ
んから急に電話があり平日の
19 日（水）に仕事は休みか？、
と言われ、休みと言うと、山に
行かないかと誘われ急に参加す
ることにした。
すぐメールで計画書をもらうと
山は低いし朝出発も遅くどんな
山だろうと思っていた。
当日は 8 時頃車で山本さんが迎
えに来てくれて次に小野寺さん
に行き最後にリーダーの小林さ
んの所に行った。時間も 9 時頃だった。そのまま車で東北道に入りほとんど渋滞もなく順
当に走って佐野インターで降り足利の織姫神社に向う、神社の駐車場に入り車を止めて軽
く身支度をし神社に参拝し両崖山に向う、最初から神社の階段が長く階段を終った時には
もうふうふう言ってしまった。今日は天気は良く風もあまりなく気持ちのよい山行だ。階
段を終わり登山道に入るとすぐ上着を脱ぎ登山用のシャツになって登山モードに切り替え
た。この山は低いが結構アップダウンはあり展望はよい山だ、下の方には梅林が広く広が
っている、リーダーの話だと、梅
が咲くと見事だと言っているが今
はまだ早すぎてただの林になって
いる、あと一ヶ月位はかかるだろ
うと思う。
また登っていくと岩場があるザイ
ルもついている、面白い山だ。
場所によっては展望もよい真っ白
な浅間山も見える、遠くは富士山
も真っ白く頭だけを出している。
その前は丹沢あたりか？又遠くの
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織姫神社

方には雪を着けた山も見える。
途中で何人か年配の登山者らしい
人ともすれ違う。そうこうしてい
るうち両崖山頂上だ。
頂上には多くの人達が来てる、ど
こかの会の登山者かと思うが色々
聞いても何かはっきりと答えてく
れない、なにかえたいの知れない
団体のように思った少し休み写真
を撮って下山だ。いくつか峠を越
えて次の天狗山に向う、途中も展
望良く楽しい山行だ。天狗山の頂
上にはテーブルなどがあるがそこ
には一組の登山客が休んでいるので、我々は仕方なく端の方に行って昼食にした。山本さ
んが下に降りたらお汁粉があるよ、と言ってくれたので皆軽く食べて少し休みそこでも写
真を撮り下山につく、下山といってもやはり峠をいくつも越えて行くのだ。小さな丘のよ
うな山がほんとうにいくつもある。
そのうち展望台え行く道が分かれている、そちらに行って見る、その展望台からの景色は
すばらしかった。やはり富士山は頭の方だけ見える真っ白な浅間山も見える、煙りも見え
るような気がする、又もとの道に戻り下山につく。やはり小さな丘を越えて行くと向こう
に墓場が見えた。その脇の方に神社も見える、ようやく国道に出た下山だ。
そこから車道を歩いて織姫神社まで 2～30 分位かかりそうだ、皆足音も軽く廻りを見なが
ら織姫神社に着く、神社は上の方にある全部階段になっているそれを登っていかなければ
ならない、この階段が又長い約 250 段位あるらしいそこをテクテク歩き始める、途中に 1
本だけ満開の梅ノ木があるとても
きれいだ、それを見て気を紛らわ
せながらようやく階段を登りきり
駐車場に到着だ。車から荷物を出
し山本さんが持ってきてくれたお
しるこをガスで沸し果物をご馳走
になり大満足した。そして車に乗
り込み高速に入り東北道で帰路に
ついた。リーダーの小林さん始め
参加者の小野寺さん山本さんご苦
労様でした。特に往復車を運転し

おしるこ作り中

てくれた山本さん本当にご苦労様
でした。ありがとうございました。
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丹沢主稜縦走 霧氷をたっぷり堪能
記：山口裕史
◆山行日：２０１１年１月１９－２０日（土曜・日曜）
◆メンバー：L 山口（裕）、小野寺、山口（敏）、会員外 （敬称略）
◆コース：
1 日目:8 時間 10 分
9:33 西丹沢自然教室 9:45→登山口 9:52→ゴーラ沢出合 10:40→展望園地 11:45→13:25 檜洞丸
(食事)14:00→金山谷ノ頭 14:50→臼ヶ岳 16:15→17:55 蛭ヶ岳山荘(素泊り)20:00 就寝
2 日目:7 時間 45 分
蛭ヶ岳山荘 8:10→鬼ヶ岩 8:35→不動ノ峰 9:00→9:40 丹沢山 10:15→11:05 塔ノ岳 11:25→12:35
鍋割山(昼食)13:15→二股 14:30→大倉 15:55
入会した 2008 年 11 月に杉山リーダーの主脈縦走に参加した時に西丹沢から登る主稜の存
在を知り、いつかは登ってみたいと思っていたコースでした。そして丹沢の冬は霧氷が見
られるのでも有名なので、厳しいが冬の主稜を計画してみました。
前日蛭ヶ岳山荘に予約の電話を入れた時に西丹沢から人が入っていないと聞かされ、始発
電車で始発バスの一便に間に合わず 10 時近くからの出発となるため若干の不安があった
が 1 週間雪が降っていないのでラッセルはないと踏んで決行する。
西丹沢行きのバスは満員で西丹沢意外に人気あるな～と思っていたら、次々に途中下車し
登山で残ったのは我々と 1 名のみとちょっぴり不安になった。バスを下り登山届を書いた
らいよいよ歩き始める。積雪はなく快調に歩を進める。1300m 付近から残雪・凍結箇所が
現れるが檜洞丸まではアイゼンをつけずに登る。山頂直下にきて木々は霧氷に覆われ神秘
的な雰囲気を堪能しながら順調に山頂に到着した。
霧氷（むひょう）は、氷点下の環境で、空気中の過冷却水滴もしくは水蒸気が、樹木その
他の地物に衝突して凍結もしくは昇華することでできる、白色～無色透明の氷層の総称。
いわば自然現象としての着氷現象のこと。丹沢は霧に覆われていることが多く、それだけ
霧氷の成分の水蒸気が多いのだろうか。
山頂までで予定より大幅に遅れていたら戻ることも考えていたが、ほぼ予定通りだったの
と臼ヶ岳への踏み跡があったので予定通り進むことにした。が、50m ほど進むと引き返し
たようであり、踏み跡はなくなった。幸いなことに積雪は意外に少なく、所々地面が見え
ていたため登山道も確認でき迷う心配はなかった。テープ・赤布等のマークは少なかった
ので、積雪で登山道が見えないと地図読みが必要になるだろう。
道中は残雪も消えている箇所が結構あったが、残雪・凍結箇所もあるためアイゼンをずっ
と装着していた。お陰で積雪があるよりも歩きづらく思いのほか時間がかかってしまった。
蛭ヶ岳の直下にある鎖場の急登を登り切ってホッと一息入れた所で指導表の 500m を見た
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とき、既にずいぶんと暗くなってきていてちょっと焦った。山荘へはギリギリ 6 時前に到
着したが、あたりは暗くなりかけ雪のお陰で真っ暗にならずに済んでいた状態。山荘の主
人にも心配をおかけして申し訳ない。後で留守電に山荘からの着信履歴が入っていた。
山荘には我々意外４名の宿泊者（単独行）。蛭までは以外に人は入らないんだと改めて感じ
た。消灯まで 2 時間と限られているので急いで夕食を始める。水は有料なのでメンバーの
皆さんにも持ってもらったお陰でたっぷりと水を使うことが出来た。感謝である。楽しい
時間はアッと言う間で消灯の時間がやってきた。寝室は零下っぽく皆死ぬーとか言いなが
ら布団に入ったが、布団沢山使えたので暖かくグッスリと眠れた。やはり小屋泊まりは快
適だ。

蛭ヶ岳山頂より富士山

2 日目、起床して外を見
るとガスで何も見えず天
気予報も曇りだったので
ガッカリしていたが、山
頂へ記念写真を撮りに行
くと、突然ガスが晴れて
雲海の上に青空と富士山
が姿を現した。思わず感
嘆の声が漏れる。約 10
分間程度だったが、この至福の一時を味わえるから山はやめられない。
その後丹沢山までは、雲にまかれることが多かったが、霧氷が続く陵線歩きを感嘆の声を
あげながら楽しんだ。霧氷がつくと木々は白い花を満開に咲かせているようで本当に美し
しい。
丹沢山で休憩後は気温も若干高くなり塔ノ岳に到着するころには霧氷は消え去った。やは
り霧氷をたっぷり堪能するには山頂直下へ宿泊するのが一番だろう。
その後小野寺さんたっての希望で予定を延ばして鍋割山まで行き、名物鍋焼きうどんを食
す。3 回目のうどんだが
やっぱり旨い。そして昨
日の残り飯を入れたら意
外に旨い雑炊になって新
しい発見だった。
無事に全員で大倉バス停
に到着し、ホッと一息。
厳しい山行に参加してく

鍋焼きうどんに舌鼓

ださった小野寺さん、私

の父さん本当にありがとうございました。皆さんが参加してくださったので楽しく登れま
した。
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縞枯山（2,403m）北八ヶ岳は歩きやすい
記：山口裕史
◆山行日：２０１１年１月２２日（土曜）
◆メンバー：L 山口（裕）、会員外 （敬称略）
◆コース：: 7 時間 40 分(休憩含む)
7:25 ピラタスロープウェイ駐車場 8:00→山頂駅 9:15→9:45 縞枯山荘 9:55-陵線に出た時点で誤っ
て 5 分ほど茶臼方面へ行き引き返す→縞枯山頂道標 10:45→11:00 展望台→11:25 茶臼山・展望
台 11:35→中小場 11:55→12:05 大石峠(30 分昼食)12:45→出逢の辻 13:20→13:40 あずまや
13:55→山頂駅 14:30→坪庭散策 15:00→ピラタスロープウェイ駐車場 15:40
昨年、北横岳に登った時に来年は縞枯山に登ろうと考え、天気予報が晴れと言うことで期
待して北八ヶ岳に向かった。連日寒い日が続くが、スキー場も笹が見えていたり雪が少な
いように思われたがどうなんだろう。
登りはいつものごとくロープウェイは使わずに山頂駅まで歩いて登る。マップだと 2 時間
となっているが、冬は歩きやすいためか 1 時間 15 分でたどり着いた。
今回の縞枯から茶臼山ルートについて北八ヶ岳でも人気の登山コースなので心配していな
かったが、危険な箇所もなくトレースあり、踏み固められているので非常に歩きやすく、
アイゼンもワカンも使わずに楽しめた。
残念ながら景色を楽しめる縞枯～茶臼山を歩いた午前中は終始雲がかかっており景色を見
ることができなかったが、展望台からの景色は北横岳同様素晴らしいと思う。
茶臼山を降りて大石峠から山頂駅までは結構距離があるがアップダウンが少ない平坦な道
で歩いていて眠くなる。雲取山の鴨沢からの登りを思い出す。
今回は北横岳も登る予定だったが、山頂駅到着が 2 時半とピストンしてくると下山時に日
没に間に合わなくなりそうなので坪庭周辺の散策を楽しみ下山し、石遊の湯で体を温めた。
縞枯山荘でバッチを購入時、スタッフの方
からテレマークスキーの案内を頂いた。以
前からやってみたいと思っていたが、1 月
には宿泊者に対して無料体験講習会を開催
していることを教えていただいたので、い
つか体験してみたいと思った。
北八ヶ岳は人気コースなので歩きやすく、
白銀の世界を十分に堪能できるため年に 1
回は冬足を運びたいですね。北横岳もしく
は縞枯山でしたらロープウェイ利用でお手

山頂駅付近から

軽に冬山の素晴らしい体験ができます。
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経ヶ岳（６３３ｍ）・仏果山（７４７ｍ）・高取山（７０５ｍ）
■日程

：2011/02/06(日)

■天気

：曇り

記：樋口

■メンバー：L.樋口、松田、小野寺、関口(勝)、新島、浅井(祐)、染谷、浅井(昭)、松井、
前田、園木
■コース

：草加 5:49＝5:59 北千住 6:06＝6:41 代々木上原 6:46＝7:31 本厚木 7:50

＝8:20 半僧坊前 8:25～10:15 経ヶ岳 10:25～11:30 革籠石山～12:20 仏果山 13:10
～13:20 宮ヶ瀬越～13:35 高取山 13:50～14:00 宮ヶ瀬越～14:45 仏果山登山口 15:56
＝15:08 別所温泉入口～15:15 別所の湯～別所温泉入口 16:08＝16:35 本厚木
夜勤明け帰宅時に北千住駅ビル７F の小田急トラベルで”宮ヶ瀬ダムハイキングパス”を購
入し、準備万端整える。
半僧坊前バス停で身支度を済ませ勝楽寺の前を通過し、車道を少々戻ると登山口に着く。
今日は曇っているが気温が高く暑く感じる。上着を脱ぎ、堰堤を２回右の巻き道から越え
て少々の登りで展望の利くベンチで一息入れる。この先結構キツイ急登の後に林道にでる。
直ぐに登山道に戻り幾つかベンチを見送り、テーブルのあるベンチで
軽く栄養補給をする。関口さんから柑橘類の皮をチョコレートでコーティングしたお菓子
を頂き絶品だった。実は此処から 5 分位上がった所が経ヶ岳の頂上であった。
山頂にいた登山者に写真を撮ってもらい山頂をあとにする。経石を通過し半原越まで一機
に 150m を降り、再度林道にでて向かい側の登山道に入って行くと鹿柵沿いに緩やかな登り
で心地よかったが、640m のピーク革籠石山への急登をこなし進んで行くと
“この先危険”の看板が現れるが少々細くい登山道であるだけで特に問題はない。
最後に岩場を越えると仏果山に到着し、奥の広場で昼食タイムとなる。
浅井昭さんからビール、染谷さんから金粉入り日本酒、松井さん前田さんから焼酎、
園木さんからワインと出るわ出るわ、ご相伴に預かる。園木シェフのトマト料理に舌鼓を
打ち、楽しい食事を済ませ展望台に登り最後のピーク高取山を目指す。
宮ヶ瀬越で足を痛めた関口さんを残し、空身でなだらかな道であっという間に高取山
に着いてします。一応は展望台に上がり、バスの時間が気になるのとなだらかな道なので
トレランで宮ヶ瀬越に戻る。あとは九十九折に下降すると宮ヶ瀬湖が見え登山口に降りつ
く。バスを別所温泉で途中下車し、バス停は登山者で埋めつくされていたが
次のバスまでの一時間のインターバルで駆け足で入浴を済ませ、またバスの車上の人とな
り、本厚木駅に戻った。大勢は厚木名物シロコホルモンを食べるで一致したので
駅前交番で「とび蔵」の電話番号を教えて頂き電話すると何とか座れることができた。
シロコロホルモンは数量制限であまり食べられないが、自慢のやわらかホルモンも美味し
かった。色々な肉を食べ、ホッピーを飲めて大満足でした。
自分にとっては７ヶ月ぶりの山行でしたが、皆様から沢山の差し入れをいただき楽しく過
ごす事ができました。皆さん有り難うございました。やっぱり山はいいなぁ～
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「経ヶ岳・仏果山・高取山」２０１１/２月 6（日）日帰り

山行報告

松井

L,樋口、松田、小野寺、関口、新島、浅井ゆ、染谷、浅井て、松井、前田、園木（１１名）
４時起床、天気は良さそう！身支度を整えて、5 時に地元のダイヤモンドタクシーへ
電話しても、なかなか、繋がらない、あきらめず何度かかけて、やっと繋がり、車少なく
何時になるかわからないとの返事。浅井さんに電話を入れて、車を駐車の了解をいただき
出発！！駅までの足を、タクシーからマ
イカーに変えて、靴をはきかえ、途中で
登山靴の忘れに気が付き、自宅へ引き返
した。途中で浅井さんから、電話をいた
だき、向かっているむねを伝えて、浅井
宅から、駅までモーダッシュ！！駅ホー
ムに着いたら、電車がホームに！！すべ
り込セーフ！！（いつもながら、駅まで
の足が大変です。）電車の中で、朝食
を食べて、準備 OK。北千住・代々木上原
で電車を乗り換え、本厚木駅へ、駅から
バスに乗り、30 分位で、半僧坊前で下車。5 分位で、勝楽寺（山門が立派）、入口で、今日
の登山の安全を祈願して登山道へ、途中で川の反対側に、一匹のサルがお出迎え、おはよ
う！！と、声をかけて登り始めると、こんどは、軽トラが立ち往生しており、みんなで持
ち上げて、脱出に成功。尾根道を 1 時間 30 分位で、経ヶ岳山頂（633ｍ）、山頂手前は、気
持ちの良い尾根道である。山頂から、20 分程で、鎖場のある雑木林を抜けて半原越に着き
ました。
半原越から 25 分位で土山峠分岐を抜
け、丸太の階段を通り、関東ふれあい
の道で、仏果山山頂（747ｍ）に。山頂
にて昼食。ビール、日本酒、焼酎、ワ
インに、園木シェフのイタリアンの、
トマトのチーズ焼きをいただき、最高
のランチタイムでした。仏果山から 15
分位で宮ケ瀬越、10 分程で高取山（705
ｍ）山頂です。高取山から、宮ケ瀬越
まで戻り、仏果山登山口方面に下り、
バスにて 20 分位で、別所温泉入口へ、さらに 7～8 分で別所の湯、45 分位で汗を流し、各
自、冷たいビール他でのどを潤し、バス停に戻り、バスにて本厚木の駅へ、駅の近くで、
樋口さんおススメの、厚木シロコロホルモンの店にて、今日の山行の反省と打ち上げをし
て、お開きとなりました。リーダー樋口さん、参加のメンバー有難う御座いました。
20011,3,13
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松井多喜雄

記

甲州街道てくてく歩き第４回(高尾～藤野１６km)
●日程

2011 年(平成 23 年)2 月 6 日(日)

●参加者

L.石井(美)、和田、鏑木、鈴木(廣)、阿部、黒沢、鈴木(里)、畑野、上原、杉山、

天気：晴れ

木原、田村、大門、大畑、渋谷、石井(文)
●コース

計 16 名

南越谷(6：06)＝＝西国分寺(6：46＝＝高尾駅(7：22～40)----いのはな慰霊碑(8：20)---小仏バス停（9：15）---小仏峠(10：20～45)--相模湖駅(12：50)---藤野駅(14：30～57)＝＝＝南越谷駅(16：25)

第 3 回 11 月の高尾は、銀杏祭りで沢山の人出でしたが、高尾駅前は、ひっそりとして
いました。小仏峠越えがあるので、ハイキング装備で歩きだしました。
40 分歩いて、いのはな慰霊碑を訪れました。昭和 20 年 8 月 5 日汽車が、いのはなトンネ
ルに差し掛かった時、米軍戦闘機の銃撃を受け 52 人死亡 133 名負傷したところです。慰
霊碑には亡くなった人の名前と年齢が、刻まれていていました。
ガイドブックにあった峰尾豆腐店でハイカーに人気の『おからドーナツ５個３５０円』
を買って食べました。サクサクして美味しかったです。
寶珠寺には、かごの木[木肌が鹿のこ模様に似ている]の大木がありました。初めてみま
した。
いよいよ峠越えで、勾配がきつ
くなってきましたが、55 分で小仏
峠に到着、昼食を食べ、記念撮影
をして相模湖へ向けて下山しまし
た。軽アイゼンは必要ありません
でした。小原宿本陣は、ガイド付
きしかも無料でした。相模湖駅に
12：50 到着、時間もあり、みんな
も元気なので藤野まで歩くことに
しました。小さいアップダウンが
あったり、道が不明瞭な個所があ
りましたが、本道を歩き、日だまりのある路肩で一休み、６㎞を１時間半で歩き藤野駅 14：
30 到着。
今回は標高差３００ｍの峠越えと変化に富んだ街道歩きで楽しかったです。
南越で打ち上げ、場所は、
「はちや」でやりました。北口のミスタードーナツの二階、午後
４時から営業しています。
「一源」より、オーダーしたものが早く出て、１時間で終了、雰
囲気も良かったので次回もここにきめました。
次回は、４月３日(日)藤野から鳥沢まで 18.６㎞、晴れたら満開の桜と富士山を見ながら歩
けることを期待します。
記：石井文子
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雲龍渓谷
■平成 23 年 2 月 9 日（水）

Ｌ＝山本、小宮、山口と、小野寺

記

山本理郎

■草加駅 7：00→東北道→雲龍渓ゲート 9：40→出発 9：50→展望台 10：40→洞門岩 11：
20→夏場駐車場 12：00→雲龍瀑 12：30→洞門岩 14：00→展望台 14：30→ゲート 15：10→
八潮の湯→東北道→松原団地駅
雲竜渓谷の名前を知ったのは、山の会に入会
して 2～3 年の後であった。確か芳野さんがリー
ダーで行った山行だと記憶している。イメージ
としては氷瀑をアイスピッケルで登る人がいる
ということだ。以来、機会があったら行ってみ
たい場所だった。往路の東北道は激しく雪が降
りしきっていたが、天候は午後から晴れという
予報を信じての山行であった。雲龍渓谷は日光
東照宮の右手を沢沿いに登り詰めた位置にある。
夏場は雲龍瀑のある谷を見渡せる位置まで車で入る事ができるようだが、冬場は 2 時間半
林道歩きとなる。平日だと言うのに車止めの前には 6 台ほどの駐車があった。駐車場とい
う広場ではないので、休日は駐車に苦労しそうだ。早速身支度をして林道を登る。今朝ほ
どの雪と舗装道路の路面が凍っているようでアイゼンは必需品であった。渓谷が一望でき
る夏場の駐車場と思しきところに 12：00 に到着。ちょうどヘルメット
姿のアイスピッケル持った二人ずれが帰ってきた。滝登りの練習に来
たような口ぶりであったが、詳しくは話が聞けなかった。そこから先
にも林道は続いているが、そこで谷に下りて、渓谷に入るのが近道ら
しい。谷に下りると、5 分も歩かない内に氷柱が出迎えてくれる。雪
と氷の世界である。谷の両側の沢水が氷柱となっていてまずは心躍る
風景である。何枚も写真を撮りながら、谷の奥に進む。出会った人に
雲竜瀑はどこかと尋ねると、小山をトラバースすると見えるとの事。滝つぼに下りるには、
高捲きをしないと入れないようだ。この高捲きがアイゼンを利かして歩かないと危険な所
だった。後日ネットで知ったが、5 日前に転落者があり、40ｍ滑落したがすり傷で無事で
あったらしい。瀑の滝つぼにおりると、圧倒される氷柱が迫っ
てくる、見あげても滝の全容はつかめない。気がつくと、そば
に大きな鹿の死骸があった。これもネットの情報だが、12 日前
に滝から転落した鹿だと言う。動物も命がけで生きているのだ
ということが実感できる。アイスクライミングをしている人の
姿は無かった。滝の一部は解け始めており、ベストの時期は過
ぎているようだ。来年は是非、厳冬期（多分 1 月末）に再度、
尋ねて見たいと思った。簡単に入れる雪と氷の世界であったが、
安易に氷柱の下に入っては危険であると、後で知った次第であ
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る。来年はキチンとした心構えで再訪してみたい。

日光白根山
記：長田

一樹

◆山行日：２０１１年２月１１～１２日（金・土曜日）
メンバー：L 浅井（昭）、石井（美）、松浦、鈴木（勝）、山口（裕）、長田（敬称略）
◆コース：
2/11 5:30 松原団地駅西口→8:10 湯元駐車場 8:45→9:05 湯元スキー場リフト→9:25
リフト終点→白根沢から外山尾根 12:50→14:05 天狗平手前テント場
2/12

7:05 テント場→7:55 前白根山→8:40 五色沼非難小屋→9:15 取付き→10:40 稜線
→11:05 奥白根神社→11:15 白根山山頂→12:25 五色沼非難小屋→13:20 前白根山
→13:40 テント場（撤収)14:30→16:45 湯元スキー場→16:55 駐車場

足先の痛みが引かない事に気付いたのはテントを出て一時間後だった。様子を見ながら歩
き続けたが、足先だけに血が回らない様だ。余りにも痛いので流石にマズイと奥白根に登
る前の非難小屋にて靴と靴下を脱いだら、汗が凍ったのか？一緒に霜の様な物が落ちて来
て足先が体験した事が無い冷たさになっていた。
テントに居る時に寒いからと上に重ねて履いていた靴下を脱ぎ忘れて、そのまま靴を履き
締め付けた状態で行動したのが原因の様だ、幸い凍傷にはなってなさそうだが経験した事
が無い状況に、どうしたら良いのかと？不安になっていると松浦さんが足先を握って暖め
てくれ、この位なら大丈夫と励ましてくれたので上に行く決心が付いたのだった。
樹林帯を抜け出て奥白根頂上への雪面に出る。森林限界以上で斜度 40 度ほどだろうか雪崩
そうで怖い、余裕が無いままラッセルを
交代して先頭に立つが、何分と経たない
うちに息が上がり苦しくなり喘ぎ進行方
向を見上ると目の前には何も無い雪面が
視界の下半分に広がり、もう半分は青空
が見えそうな薄曇の空に雪が舞っていた。
水平線とも地平線とも違う境目に、うっ
とりとし、今迄見た事が無かった景色に
心奪われながらも昨晩の酒宴にて教えて
貰ったラッセルの技術を再現しようと試
みる。
最初に足場が決まったら、ピッケルを横にして出来るだけ腕を伸ばして雪を掻き落とし、
今度はピッケルのスピッツェ部分を突き刺して上体が決まったら掻き落とした雪面を膝で
潰して、最後に爪先を蹴り込んで足場を作ったら最初に戻る。文字にすると簡単だが実際
にやるとなるとスムーズにいかないし足場が崩れたりで雪の中でもがいているだけになっ
てしまうが、テントの中で石井さんが言っていたピッケルの使い方を憶えなければ技術に
ならないと気合を入れ直し腕を伸ばして雪を掻き落とし体を順番に動かし、わかんを付け
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たアイゼンの前爪を蹴り込んで足場を作ると、ようやく足先にも血が巡って来たようでホ
ッとする。余裕が出て来て後ろを振り返ると、皆でラッセルして出来たトレースが下へと
続いている！そのトレースを辿って二人の登山者が登って来るのが確認出来た。
「交替！」の掛け声が掛かり先頭を譲り後ろに移動する。こうして全員でラッセルを繰り
返し頂上付近に辿り着くと岩稜帯になり雰囲気も変わった、晴れていれば男体山や中禅寺
湖も見えるのだが今回は雲の中だ。祠がある奥社でお参りしてから少し下って最後の岩場
を上がると 2500m 以上の山稜の北限である日光白根山 2578m の頂上だ！！
頂上に着くと健闘を称え互いに握手をして各自思い思い写真を撮る、道標の前で全員での
記念撮影する為に後続の人を待つ、山口さんは前回の敗退もあったからか嬉しそうだ。
テルさんと勝さんは旨そうに煙草を燻らせている。禁煙していて吸いたいと思った事はあ
まり無かったが、この場では本気で吸いたいと思ってしまった（汗）
後続の人達が到着しシャッターを押し
てもらったので、装備を整えて下山を
開始する。
天候に不安があったが蓋を開けてみれ
ば晴れ間も覗きテント撤収迄は雪も本
降りにならず、予備日も消化せずに二
日目に下山できたのは本当に幸運だっ
たのだろう。初めての
本格的な雪山テント泊で学ぶべき事が
有り過ぎて全てを吸収出来たかは解ら
ないが、判断を間違えると怪我や命取
りになる危険性やラッセル等苦行の中にも綺麗な景色や達成感という簿褒美があるのが冬
山なのかなと、下山途中の前白根付近から奥白根の雪面に全員でラッセルして付けたトレ
ースをニンマリと見ながら思いました。
雪の中の運転に天候が悪い中でも山行を決行してく
れたテルさん本当に有難うございました。お陰様で
冬山は楽しいと自分の中に擦り込まれたようです。
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日光 丸山
記：小林いつ子
■日

程

平成 23 年 2 月 19 日（土）

■メンバー

L 小林い・浅井ゆ・山崎・染谷・下川

■歩

松原 6：00 発―東北道―8：40 霧降高原スキー場入口 8：55 出発

程

10：00 小丸山―11：05 丸山―12：30 スキー場入口
冬山（寒さ）が苦手の私がひさしぶりにその気になり、何を思ったか年明けから立て続
けに雪山チャレンジだ。周りの人が「エー!」という目でみる。自分の変化に私自身も「ん
ー？」であった。私でもリーダーが勤まる山探しで又「んー?」。とんでもないこと言い出
したようで不安だった。祐子さんが背中を押してくれた！！
私は赤薙山に登る途中にあった可愛い丸山を思い
出した。それは十年くらい前の夏だったと思う。そ
ーだ！その時も染谷さんが一緒だった。
心強いメンバーと暖かい冬晴れに恵まれてその丸
山へと向った。数日前に降った大雨は山でも雨だっ
た様で、雪の表面が薄氷に覆われていた。トレース
はあったが、やはり途中でワカンを付ける事になっ
た。一足ごとにパリッと薄氷が割れる。スキー場は
廃業、施設の撤去工事が始まっていた。山は静かで、
私たちの他は単独の三人しか見当たらなかった。
10 時小丸山到着。ゲレンデだったので何もない雪だけの広い坂。帰りは丸山を回りこんで
行くつもりだったが、雪すべりで遊びたいと思い、ピストンすることになった。
鹿よけの柵を通りぬけ丸山へ向う。途中林の中を下り、丸山の真下でワカンをアイゼンに
履き替えて山頂に登った。先着お一人様だけの山頂は素晴らしい眺めで、二羽の鷲が悠然
と飛んでいた。夜中に吹いていた風も北の方に去った後なので穏やかな山頂であった。
下山のお楽しみ！！尻滑りは雪が湿っぽく、に
っちもさっちも。ビニール袋も役に立たず、お
手上げ。今回、雪と一番戯れて（遊ばれて）い
たのは祐子さんかな？
やしおの湯でさっぱりし、山崎さんお勧めの
蕎麦や（田母沢のたくみ庵）で美味しい
鴨せいろを戴き、大満足の一日でした。
雪山新米リーダーにお付き合い頂きありがとう
ございました。
山行情報
スキー場の駐車場はロープで閉鎖されていました。今回はその入口付近にあった空き地に
車をとめましたが、3～4 台くらいのスペースしかありませんので、今度行かれる方はご注
意ください。この手前にあるバス停は多分大丈夫だと思います。
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浅間嶺〈903m〉歩程 4.3Ｈ
記:鈴木

廣

✦日 時：2011／2／20
✦ﾒ ﾝ ﾊ ﾞ ｰ：L 鈴木(廣)、山本、鏑木、八並、鈴木(里)、畑野、中島、大木、芳野、黒沢
和田、前田、千葉、木原 (１４名)
✦コース：南越谷 6:27⇒西国分寺 7:13⇒立川 7:23⇒武蔵五日市駅着 7:57
払沢の滝入口着(タクシー)8:36 出発 8:50･･････払沢の滝 9:00⇔9:10･･････
登山口 9:25･･････峠の茶屋 10:20～10:30･･････浅間嶺山頂 11:40～12:13････
下山着 14:15･･････数馬バス停 14:35⇒五日市駅 15:30⇒南越谷駅着 17:06
メンバー全員あつまり、順調かと思われたが、五日市駅を降りバス停に向うと、新ハイ
クの多数の人が列を作り待っていた。そこにどことなく私達も並んだ。しかし、その場所
は貸切バスの集合場所で、計画した時刻が無い事に気付き、とっさに計画を変更、タクシ
ーで料金がかからない払沢まで３台に乗り込み向った。
反対コースになるので、今度は下山時
刻を皆で計算 14:35 のバスに決めた。
8:50 出発、払沢の滝を見学に向う。途中
で掃除帰りの地元の人に会っただけで、
他の見学者は居なかった。滝は全然氷結
してなく、厳冬期の写真が東屋に数枚貼
ってあった。
登山口に入ると雪が少しあったが歩く
のにはあまり気にならない。中腹に民家
が点々として、山での生活は大変だろう
と思った。寒いと思い着込んだ人もだんだんと熱くなって脱ぎ始め、大汗をかいている人
もいた。曇っていたが、風も無く天気に心配はない。峠の茶屋で休憩をとる。大岳山、奥
多摩の山並を望めた。山頂へと向う。杉や桧の林道が枝打ちされ綺麗に続く。雪も少々あ
った。帰りの時刻を気にして歩くと、「速い」と後ろから声がかかる。
山頂付近には桜が植えられ、もうすぐに
賑やかになるのでしょう。まばらに場所を
とり、昼食を楽しんだ後、山頂からぐっと
下る。すぐに東屋があり、沢山の人が食事
をしていた。私達は山頂で休んだあとなの
でさっさと通過、予定時間が気になる。途
中気に入る景色も無く歩くだけのようだっ
た。一本松の峰に着く。しかし松らしい木
も無く又も通過、あともうすぐ、民家も見
え下山した。バス停には２０分位早く着き安心した。五日市駅から南越へと帰る。
駅で解散、打ち上げとして８人が集まり、居酒屋で飲食、一日を語り合いました。良い
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メンバーのお陰で楽しめました。

皆様はどうでしたか？

丹沢・広沢寺
記：長田

一樹

◆山行日：２０１１年２月２０日（日曜日）
メンバー：沼田、長田（敬称略）
◆コース：
2/11 6：00 草加→7:30 海老名 SA→9:00 広沢寺駐車場→9:20 広沢寺弁天岩→15：00 駐車場
→15：30 七沢温泉→19：45 草加
金曜日に沼田さんからメールで、予定が無ければこうたくじにクライミングの練習に行き
ましょうとのお誘いに、外岩での初クライミング練習に尻尾を振り振り是非にと返信。
車中で広沢寺は小さいながらもマルチピッチの練習も出来るしアイゼントレーニングも出
来るので混んでいるだろうから余り登れないかもねと話していた。以前２回来ている沼田
さんが駐車場に着くと「台数が多い」との事、日曜日だしショウガナイ混んでいたらメイ
ンの岩場から外れようと話しながら登攀道具を用意して出発。
舗装された林道を 20 分程歩くと右手に大きな露岩が出現！これが広沢寺のメイン弁天岩
です。林道左手にも岩がありルートがあるのですが数日前の雨や雪で水が岩全体に染み出
ていて登れそうに無いので川を渡り弁天岩に行くと誰も居ない！？拍子抜けして岩を見る
と、なるほどルートの半数くらいに染み出しがあり登れそうに無い。これを知っていて来
ないのかと思ったが自分たちにとっては好都合、登れそうな所をチェックして準備体操を
し装備の準備をしてコール及びリード・フォローの確認を互いにしたら沼田さんリードで
プレゼントファイブ 5.7 を登り出す。ルート図を見ただけでは此処とハッキリ判らないが
沼田さんがハンガーにクイックドローをかけて登り出すと何となくルートのようなものが
浮き出てくる感じがする。終了点についたようでビレイ解除のコールに解除、ロープを引
き上げて、一杯とコールしたら自分の番。上から OK とのコールに登りますと言い登り出す。
9 月の大若沢以来、素手での岩場から遠ざかって
いて久々の岩の感触に戸惑い、朝一番の冷えた岩
に温度を奪われ手が冷えていく。更に此処はスラ
ブがメインなのでホールド・スタンスは小さな凹
みに手足を掛ける所が多い。凹みは下から見ると
判断がつき辛くなかなか登れない、手当たり次第
触って引っ掛かりそうな所に手を掛け次に其処に
足を掛けて体を引き上げる。そうこうしていると
終了点に到着。セルフビレイを取り懸垂下降で戻
る。もう一本隣を登り今度は更に上へと行って見
るが垂壁で出だしにホールド・スタンスが見当た
らない。沼田さんは苦労しながらもノーテンショ
ンで終了、自分の番になり取り付くが、手も足も
出ない、もがいているうちに焦り恐怖不安等色々
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な気持ちが押し寄せて心の中で葛藤し体が言う事を聞かなくなり、気持ちがイッパイイッ
パイになったと同時に堕ちた。仕切り直すが脚が笑っていた。幸い腰は引けて居なかった
ので色々な感情に支配される前に登ってしまえと吹っ切ると何故か体が上っていたが、何
処にホールド・スタンスがあったのか全然解らなかった、コレデハクライマー失格 orz。
今度は終了点から左にザイルダウンで下に行きクラックをトップロープで登る、これは割
りと巧く登れた気がする（気がするだけですって）懸垂下降で降りて昼食。
その後中央スラブ 5.9 付近でマルチピッチの練習、コールと手順の再確認をして沼田さん
リードでスタート後フォローで登り一度ピッチを切る。又沼田さんリードで次ピッチへ移
行。何度かマルチピッチの練習をしたかったのでザイルを別に一本懸垂下降用に引き上げ
る。その後はコンテのまま自分が外岩初リードをやる、クイックドローの設置に登ってか
らの支点設置にビレイに引き上げたザイルの処理等フォローに比べて、やることが多いの
を実感した。途中ピッチを切りツルベで沼田さんがそのままリードしていく。その後何回
か練習をして 15:00 を過ぎた辺りで急に寒くなったのでザイルを繋げ懸垂下降して終了し
ました。
結局この日は見学に来た登山者と染み出しの様
子見に来たクライマー1 人だけで登っていたの
は自分達だけでした。岩場を独占し伸び伸び練
習が出来て良かったです。
沼田さんはクライミングジムのスクールに入っ
たり外岩への講習参加等勉強を重ねているよう
で実に頼もしかったです。自分もクライミング
がしたいと思っていたんだなぁと再確認したの
と無心で一つの作業や動作に没頭出来る事の充
実感というか満足感の片鱗を味わった一日でし
た。更に寝る前に歯を磨いていたら下唇の内側
が切れて少し腫れていて、力が入ると唇を噛む
小さい頃の癖を思い出した一日でした。
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編 集 後 記
３月１１日に発生しました東北地方太平洋沖地震により亡くなられた方々のご冥
福をお祈り申し上げますとともに、被災された皆様に心からのお見舞いをもうしあ
げます。私は「てんとさいと」を編集している時に大震災が発生しました。テレビ
の画像はまるで地獄絵のようでした。いつ停電するかわかりませんので、データー
を小まめに保存しながらの作業でした。
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