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コール

記：山口裕史
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私が草加山の会に入会したのは 2008 年 4 月。もう 4 年目になります。入会の動機は人それ
ぞれだと思いますが、私の場合は雪山への憧れからでした。2 月雪の三つ峠に登り、踏み
しめる雪の感触、肌を刺すような張り詰めた空気、澄んで遠くまでシャープな景色、白銀
に輝く山々と冬山の素晴らしさを垣間見ましたが、さすがに 1 人で雪山にドップリ浸かる
のは心配で山岳会を探し始めました。ネットで調べた所すぐに見つかったのが草加山の会。
早速、3 月の例会へ参加し、4 月の浅井祐子リーダー主催の谷川岳天神尾根に登り、雪山の
素晴らしさ、仲間の頼もしさを味わい今に至ります。
入会したての頃はまだまだ小屋泊まり山行を始めたばかりの素人でした。が、この３年弱
で登った山は百を越え、経験豊富な素晴らしい先輩方にご一緒して指導頂き、今やテント
泊で充実した縦走山行をエンジョイしております。
また入会したからこそ、「沢登り」「雪洞」「山菜取り」「山の歴史や山岳知識の収集」とた
だ一般ルートを登るだけでなく、懐深く山に接することが出来る機会を得られ、一層山を
楽しめる原動力になっています。
今自分が目指す山を考えてみると「山と山を繋ぐ縦走、周遊」が一番に出てきます。遠く
見えるピークを自分の力で歩き結ぶ充実感と達成感は日常では味わえないものです。今年
は丹沢主稜縦走、谷川岳馬蹄形、白峰三山縦走、南朝日連峰縦走など名峰を堪能できまし
たが、天候不良のため断念した計画もあり、まだまだ縦走したい峰々はつきません。
この場をお借りし来年以降目指したい計画の一部を紹介します。
「朝日岳北部縦走」「飯豊山縦走」「仙ノ倉～谷川岳縦走」「表銀座～槍穂縦走」「立山～剱
岳周遊」「白馬岳～五竜岳～鹿島槍縦走」「聖岳～光岳周遊」「金峰山～甲武信岳縦走」
最近は草加山の会の高年齢化も言われますが、会員バスハイクで黒姫山を歩き、まだまだ
体力十分、草加山の会を改めて見直しました。これからも是非山行にご一緒していただき、
充実感、達成感を分かち合えたらと思います。余裕を持った山行も楽しいですが、たまに
は気力を振り絞ったハードな山行も達成感があって良いですよ。皆さんガッツリ山に登り
ましょう！

念願の槍穂の陵線

2012 年 9 月～11 月山行実績
山行報告
山行

リーダー部
日程

山岳名

リーダー

荒鳥山

山崎

参加者

個

9/3～6

白山

山口（敏）

個

9/18

黒川鶏冠山

長田

個

9/24

大菩薩嶺

浅井（ゆ）

浅井（昭）

個

9/22～25

前穂北尾根

鈴木（勝）

長田

会

9/23

高水三山

平野

新島・大門・阿部・渋谷・芳野・前田・箱井・
中島・畑野・黒澤・杉山・都澤・上原・兼堀（恵）
・
兼堀（善）

個

9/23～24

大朝日岳～祝瓶山

山口（裕）

松田・三浦

個

9/24～25

木曽御嶽山

山口（敏）

山崎・加藤・下川

個

10/1～2

栗駒山

鈴木（廣）

八並・石井・坂口・中島・青柳・平野

会

10/8～9

会員バスハイク

実行委員長

実行委員

斑尾山・黒姫山

小野寺

会員

鳥海山

山本

小宮・山崎・鈴木（里）
・千葉・小野寺・黒澤・

個

10/12～15

他

千葉・阿部・長田

４１名

新庄
個

10/15～16

赤岳

長田

山口（裕）・三浦

個

10/23～25

西吾妻山

山崎

下川・山口（敏）

個

10/23

日光社山

園木

浅井（ゆ）・大門・箱井・森

個

10/26

袈裟丸山

小林（い）

山本・杉山・平野・都澤

個

10/29～30

常念岳～蝶ケ岳

山口（裕）

山口（敏）・菅野・三浦

会

10/30

金袋山

張替

松田・前田・芳野・池本・都澤・下川

会

10/30

箱根・湯坂路

園木

山崎・千葉・上原・渋谷・新島・畑野

松井・小野寺・八並・新庄・大門
兼堀（恵）
個

10/30

つづら岩

沼田

長田

個

11/3

葛老山

園木

松田・下川・山本・山崎・樋口・杉山
八並・新庄・平野・渋谷・西方・大門・加藤

個

11/5

蕨山

小林（い）

個
個

森・畑野

11/8～9

前掛山

山崎

下川

11/12

大菩薩嶺

浅井（ゆ）

樋口・森・鈴木（宮）・大門・西方・小野寺

個

11/12

本白根山

山口（敏）

個

11/13

甲州街道

石井（美）

和田・鏑木・阿部・池本・鈴木（廣）
・黒澤・小
林（陽）
・千葉・鈴木（里）
・大木・上原・畑野・
平野・中島・田村・木原・大門・大畑・杉山・
渋谷・石井（文）

個

11/12～13

笊ケ岳

山口（裕）

園木・三浦・長田

個

11/15

妙義山

小宮

山本・下川・千葉・大畑・関口（美）
・鈴木（里）・
小林（陽）・新庄

個

11/17～18

雲取山

個

11/22

二子山

会

11/27

奥武蔵

小林（い）
関八州

黒澤・小野寺・平野

新庄

小宮・下川・山本・阿部・大畑・千葉

園木

八並・森・大門・兼堀（善）（恵）・中島・小野
寺・畑野・関口（美）・大畑・尾崎・新島

新庄

八重

東北の花の名山「鳥海山」。
この秋に念願叶ってやっと登ることができた。
私にとって長い間憧れの山でした。これまでに何度も計画が流れて実現
しなかった。山行直前のギックリ腰、梅雨前線の停滞などその理由はさ
まざま。スタートすら叶わず、このまま月日が流れて体力も落ち、鳥海
山は憧れの山で終わってしまう予感さえあった。
そんな時、山本さんの計画「東北もみじ山行」を知り、願ってもない
展開に嬉々として参加をお願いした。
ここ何年か下山の時に感じる膝の痛み。黒姫山の直後でしかもハード
な山が続く今回のもみじ山行、勢いだけでは無理がある。
一抹の不安もあったが、４回目でやっと立てたスタート地点湯ノ台口。
長年の夢を叶えるべく、一歩を踏み出そうとしている自分がいた。
滝ノ小屋を過ぎると高山植物の名所で知られる八丁坂。急だが夏場に
は彩り豊かな花が咲き乱れるお花畑を想像しながら登った。
河原宿まで来ると雪渓の雪解け水が流れ、外輪山の眺望も素晴らしか
った。薊坂（名前が示すようにチョウカイアザミやウゴアザミが多い）
を登り切ると外輪山の「伏拝岳」。足元の断崖の向こうには黒い新山ド
ームが見えた。海から吹きつける冷たい風を受け、大パノラマが広がる
外輪山歩きはこの上ない贅沢な散歩道の気分がした。
予定では「行者岳」から鉄梯子を使って御室小屋に下りるはずだった
が、凍った雪がツルツルでとても危ない。その上、千蛇谷から吹き上げ
る風の冷たさが半端でない。そのまま外輪山を進み「七高山」下の雪が
付いた火口壁を鎖を頼りに下り、巨大な岩が累々と積み重なった岩山を
慎重によじ登って「新山」山頂に着いた。勿論、山頂からの眺めも抜群
で長大な裾野の先には日本海、夢が叶った瞬間でした。
翌日登った神室山からの眺めも印象深い。紅葉の海の遥か彼方に、ぽ
っかりと浮かぶ優美な姿。そのまま切り取り額縁に収めたい光景が広が
り、歩いても眺めても心に残
る山となった。こうした喜び
を感じられるうちは、膝と折
り合いをつけながら歩こう。
そしてやがて訪れる賞味期限
を待とう！改めてそう思えた。

紅葉の彼方に浮かぶ鳥海山

白

山

（

２７０２ｍ

）

白山……台風直撃山頂断念の山旅
[山行日]

２０１１年９月５日

[参加者]

L 山崎、山口（敏）

記：山口

敏雄

（９月３日～９月６日）

大人の休日倶楽部パス（東日本・北陸）を使っての日本１００名山の白山・荒島岳
登山と「日本１００名山」の著者である深田久弥の生誕の地大聖寺と、
「深田久弥山の
文化館」を尋ねる山行に誘っていただき、まだ踏みも見ず石川・福井の旅に胸をとき
めかしていたが、台風１２号の進路が気になる日々であった。
太平洋を北上するはずの台風が進路を９０度左
折し四国に上陸し瀬戸内海から中国地方から日本
海へ抜ける気象予報であり、白山・荒島岳の北陸地
方は台風の影響をまともに受ける地域である。急遽
予定を変更し、最後に予定していた山崎氏のルーツ
の大聖寺（石川県加賀市）の観光を先にすることと
なった。山崎氏の親族（従兄弟）のご好意により近
郊の「加差の岬」・「深田久弥生家」・「深田久弥山の
文化館」
・
「石川県九谷焼美術館」等を案内いただき、
鄙びた「太子温泉」にて入浴、地元の料亭にて大歓
待を受けた後、車で宿泊地の福井市まで送っていた
だくことになった。
福井市駅前のビジネスホテルに一泊し、翌日はＪＲレンタカーにて越美北線「勝原
（かどはら）駅に向い、台風の影響の残る雨の中、深田久弥のふるさとの名山で、日
本１００名山の「荒島岳」に登頂し、本日の宿泊地の白峰温泉への途中、勝山市にて
巨額の私財を投じて建立した大師山清大寺「越前大仏」を見学し、白山山麓の白峰温
泉「御前荘」に向った。白峰温泉の集落は板葺きの現代版妻籠宿のような集落で、降
り続く雨の中にしっとりと落ち着いた風情のあるたたずまいであった。
翌９月５日も朝から雨振りで白山登山が
危ぶまれたが、白山登山口の別当出合に通
じる白山温泉の市ノ瀬で、連日の豪雨によ
る倒木で林道が閉鎖されていた。
登山口の別当出合まで雨の中、想定外の
６キロの林道歩きの後、人一人居ないわび
しい別当出合に到着し休憩。砂防新道に向
かい１０００ｍ以上の高所では日本最長の
吊橋を渡ると、甚之助谷の急流はジェット

機の発車音のような轟音がとどろいていた。
登山道は大変整備されており、石畳の急坂を息を切らして登ること約１時間で「別
当覗」であるが雨のため何も見えず。更に１時間で「甚之助避難小屋」着。休憩の後
小屋から約２０分で南竜分岐、分岐からトラバース気味の山道を３０分で南竜が馬場
直下「南竜山荘」に到着した。
当初の登山計画では、砂防新道から室道、室道からお池巡りコース・大汝峰・最高
峰の御前峰に登頂し、室道経由で展望コースを下り南竜山荘泊、翌日は「別山」に登
り市ノ瀬に下りる予定であった。
台風１２号により市ノ瀬から道路閉鎖になり、雨のため視界不良で登山者ゼロ、出
発
時間が遅れたことと悪天候で山頂登頂は諦めざるを得ないこととなった次第である。
「南竜山荘」は標高２１００
ｍで素晴らしいロケーションの
地でスタッフ３名の実に気持ち
の良い山荘であった。９月３日
から宿泊者ゼロ、当日は我々の
他に今年４回目の白山登山と言
う大阪の大学の植物研究者１名
の計３名でほとんど貸切状態で
あつた。
一晩中霧雨でとても寒く翌朝
も霧雨で何も見えない状況であ
り、６時４０分に山荘を出発し往路をひたすらたどったが、次第に天気が良くなり登
山者が続々登ってきた。
別当出合の登山口に９時５０分到着
し、長い林道歩きの末レンタカーを置
いてある市の瀬ビジターセンター着１
１時４５分。
すぐ前の白山温泉「永井旅館」で汗
を流し、レンタカー返却地の加賀温泉
駅までの途中、白山信仰の総本山であ
る「白山比咩(しろやまひめ)神社」と、
「那谷（なた）寺」を観光して帰った
が、途中日本海に近い加賀市からたお
やかな白山の峰々が望まれ、次回の登
頂を誓って別れを告げた。
今回の山行は生憎の台風襲来に当たったため白山登頂は果たせなかったが、とても
楽しい山行であった。同行の山崎さん有り難うございます。

鶏冠山（再挑戦）
記：長田

一樹

◆山行日：2011 年 9 月 18 日（日曜日）
メンバー：L 長田
◆コース：
2/11 4：00 草加→6:40 西沢渓谷駐車場 7:00→吊橋 7:40→渡渉終了地点 8:00→尾根分
岐地点 9:45→第一岩峰 10:40→第二岩峰 10:55→第三岩峰 11:15→頂上（道標上）11:35
→第三岩峰上部（懸垂下降）12:10→第二岩峰 12:45→第一岩峰下部 13:00→尾根分岐
13:35→渡渉地点 14:25→西沢渓谷駐車場 15:30→笛吹きの湯 16:00→草加 21:30
掴めない岩に焦り必要以上詰め込んでみたザックの重量を上半身に感じ始め、余計な事を
したかなと云う考えが頭を過ぎるが、摩擦で左手人差し指から小指４本が滑らない事に気
付きホッして左脚を上げていく。どうやら当初の意気込み通りに鎖は使わないで上に行け
そうだと思うと、第１岩峰の途中だったが、やる気が漲って来た。
今年の正月に単独で敗退した鶏冠山。悔しかったが正直少し慢心も有ったのだと思う。い
きなり冬に行ったのは無謀だったが、此処まで来ると途中敗退を決めた自分は偉いと思い
直した。登りきった先は岩稜帯で、ソコソコ切れていて岩が
縦に立ち込んでいる感じだ。此処をアイゼン着けて通過する
のは、今の自分には厳しそうだった。
が、今は夏でアイゼンも無いしクライミングの技術も少しは
身に付いたと思い第２岩峰へと歩を進める。第 2 岩峰は鋸の
小ギャップの小型版みたいな感じだ。ホールド・スタンスは
豊富とは言えないが良く見ればあるし鎖を使えば女性でも大
丈夫だと個人的には思う。
その先の岩稜がガスのせいで水墨画の様な風景に変化する中、
第３岩峰へと稜線を伝って歩いて行く。久しぶりの単独行に
戸惑いながらも会に入るまでは乾徳山の岩場でビビッていた
よなと（今でも怖いですが）思うと可笑しくなった。どうに
か途中の鎖も使わないで進んで行くと 12～3ｍ程の第 3 岩峰
出現！巻き道の看板に心惹かれるが前穂北尾根の訓練と思っ
て来たのだと自分に渇を入れ、改めて岩峰を見てみる。正面
と右は絶望的取っ掛かりが無いが左手側に回り込むと登れそうなルートが浮き出てくる！
が、回り込むと下は切れていて何処まで落ちるのか解からない。しかし恐怖心と登る意思
の折り合いをつけながら登る事を目標にして此処に来たのだ。更に人が居ると確保を頼み
そうになるから単独で来たのだと言い聞かせて登り出すが、登山靴での登攀は初めてで足
元が覚束無い、足元だけは見るが、その下は見ないようにして上だけを見てホールドは動
かないか滑らないか確認してビビリながら攀じ登る。途中のちょっとしたテラスに辿り着
く手前でハーケンを掴み A0･･･何をやっているんだか、とテラスに辿り着く。安堵と溜息

の両方を吐いて再び上を見上げると段状になった岩が見えて嬉しくなるが 2 箇所程剥がれ
ているのも見えて余計にホールドを掴む前の確認作業に力が入る。
岩を叩きスイカの詰まってない様な音が聞こえると不安になるが、これしかないからとホ
ールドを掴んで動かしてみるとグラグラとはしないがコクッ
と少し動く、仕方が無いと保持程度の力で掴み、足で体を上
げる事に専念する。怖くて上体を岩から離す事が困難になっ
ている。この状態を見たらヘッピリ腰だろうなと思い体幹を
岩に押し付けるようにすると割と楽になり何とか上まで辿り
着けた。
その先の石楠花の藪を分け入ると山頂標識が現れた。その先
が本当の山頂らしいが懸垂下降で降りるのも目標だったしザ
ックに放り込んだザイルがキンクしていて解くのに時間が掛
かるなと思うと写真を撮ってソソクサと戻る事にした。その
知恵の輪のザイルを解き懸垂下降で途中のテラスに到着、再
度捩れを取り、もう一度下降。着地後ザイル回収をして下山
する。
帰りも鎖はなるべく使わずにクライムダウンの練習をしよう
としたのだが第１岩峰を気付かずに巻いて降りてしまった。核心部分が終わり尾根道へト
ラバース気味の下降路へと戻っていったのだがナカナカどうして此処も結構キツイ（涙）
前日に雨が降ったのだろう土が滑るし石も良く落ちる。フィックスのトラロープも滑るし
で此処が一番神経を使った所だったかもしれない。昔に比べると鎖の設置や登山道入り口
の登山禁止看板の除去に随所の赤テープ、第 1 と第 3 岩峰の巻き道にフィックスロープ等
格段に登り易くなっているらしいのでバリエーションルートというより個人的には、ちょ
っと難しい登山道のような感じがしたが、渡渉もあるし尾根道から外れてくると急に足元
が悪くなり上部岩稜帯は完全に巻ける訳では無いので、それなりに厳しいかとも思います。
尾根道に辿り着き少し速度を上げて下っていると左手からガソゴソと音が！？
熊かと怖くなり立ち止まり声を掛けると下に行ったようで胸を撫で下ろす。此処から時折
拍手を打ちながら尾根道を下って行くと沢の音が段々大きくなり渡渉ポイントに到着。今
年は下山口の間近に沢が多いなぁ等と考えて渡渉を始める、疲れて火照った足に冷たい水
が気持ち良いと思い、上らずにしばらく足を水につけてボーっとしていると、今週末の前
穂北尾根への自信がチョッと付いたかなと思えてきた。登山靴での岩登りの経験も出来た
し。久々にストック無しでの行動も出来た。もっと重くなるであろうが、ある程度の荷重
も耐えた。今週末は頑張ろうと靴下を履き登山靴を履き直して駐車場へ向かった。

前穂高岳・北尾根（最低鞍部より）
記：長田

一樹

◆山行日：２０１１年 9 月 22 日夜～25 日（日曜日）
メンバー：L 鈴木勝幸、長田一樹（敬称略）
◆コース：
9/22 20:00 草加→25:00 沢渡駐車場にて仮眠

9/23 4:00 沢渡駐車場 4:30→5:40 上高

地 6:00→7:00 明神 7:10→8:00 徳沢 8:10→橋 8:35 パノラマ新道→10:40 奥又白分岐
11:00→12:50 屏風のコル→13:00 八峰取付き→八峰頂上 15:00 テント泊
9/24 起床 4：10 八峰頂上 5:45→七峰 6:20→六峰 7:40→8:35 五・六のコル 8:50→9:15
五峰 9:20→10:15 四峰→10:40 三・四のコル 11:30→四・五のコル 14:20→五峰 14:30
→五・六のコル 15:05→涸沢 16:30 テント泊
9/25 起床 5:00 涸沢 6:00→6:10 横尾 6:25→7:20 徳沢 7:35→8:40 明神 8:55→9:50 上
高地資料館 10:30→河童橋 10:45→上高地バス亭 11:10→沢渡駐車場 12:15→19:30 草加
登頂祝いは岳沢にてビールで乾杯の筈が、何故か涸沢で生ビールを飲んでいる、ジョッキ
に入ったビールは何時もより苦くて、しょっぱい味がした。
八峰の取り付き迄は、パノラマ新道を登る。徳沢にて汲んだ今日明日の分の水 4.5 リット
ルが響く、ザイルに登攀用具にテント泊装備で 20 キロのザックが肩に食い込む中、一歩
一歩ゆっくりと標高を上げて行き、奥又白の分岐の沢で涼をとり一休みしていると
女性二人組みがやって来て奥又白から五・六のコルに入り北尾根を登るとの事だった。八
峰から登ると勝さんが言うと「無雪期は珍しい是非頑張って下さい。」と励まされた。屏風
のコル分岐を過ぎ涸沢方面へ少し行くと八峰取り付きの最低コルへ辿り着く。
色褪せ掛けた赤テープが一本あるだけで地形図を確認し注意して見ないと踏み跡も判らな
い。後日 5.6 のコルにて逢った PEAKS の編集部の方々は見つけられなかったと言ってい
た。勝さんが先頭で分け入って行く。藪というか、ちょっとした木の集合体を掻き分け踏
み跡を探しながら尾根沿いに登る、目印は何も無いので踏み跡を注意深く見ながら偵察し
ながら進んで行く。西ゼンでの目の怪我から藪恐怖症になりサングラスが欠かせない。し
かし目の保護は万全だったが暑かったので半袖のまま藪に入り腕に擦り傷をイッパイ作っ
てしまった。15:00 近くになり疲労困憊しながらも両手で藪を掻き分け掴み体を引き上げ
て行く、傾斜が緩くなり頂上かと喜ぶがテントを貼れそうな場所が無い、先に平らな場所
が見え、辿り着くとテントが 2.3 張れそうな広さが在り一段下がった所を見ると松浦さん
が言っていた黒百合の群生地帯が在った。寒くなってきたので急いでツェルトを張る。後
ろを見ると常念岳、右手後方の槍はガスで見えない、前方の穂高も上の方はガスって見え
ず、
これから登る峰々も 6 峰迄その先はガスの中だ。寒いので早々にツェルトに入りお湯割り
を作り暖まる。パラパラと音がするので表を見ると雹が降っている、夜は更に寒くなりそ

うだと話しながらも、勝さんが担ぎ上げた缶詰をつまみに美味しくお酒が進み、御飯を食
べ終えると寝不足と疲れからか意識が飛びそうになる、このまま雑魚寝する訳には行かな
いので寝呆けながらも寝床を作り潜り込むと、そのまま意識が無くなった。

4:00 起床、明るくなるのに時間がかかるのでコーヒーを飲みながらゆっくりと準備をする。
外に出していた水は凍っていてテント内も霜が発生していた。朝食を摂り明るくなり始め
る頃に外へ出ると雲ひとつ無い黒と濃紺の混じった空に、東からの太陽の赤が微妙なグラ
デーションをつけて空を彩っていく、反対側に在る穂高の山々を見るとモルゲンロートと
云うのか山肌が徐々に赤く染まって来る。面白いのは各山荘から写真を撮っている方達の
フラッシュがチョットした演出の様に見えた事だ。
西からの風が強く寒いが天気は良い、荷物を纏めて出発。程なく七・八のコルに差し掛か
るが切れている・・・朝一番の冷えた体にはチョット辛いが念の為ザイルを出して通過す
る。七峰の下降は涸沢側を巻いて降り六峰登り出し 5m はフリーで登る、その先で念の為
1 ピッチザイルを出して登る。タヌキ岩の下部まで来ると少し余裕も出てきた。ザレタ下
りを下降すると五・六のコルに辿り着き休憩する。奥又白から来た男性二人組みが出発し
たので我々も後に続く。ルートを見極めながら考えて四肢を使い、体を上げていくと云う
作業が、こんなにも夢中になるものかと不思議に思った。五峰頂上に到着すると目の前に
四峰がドンッと現れる、それを見て更にテンションが上る。写真を撮ろうとすると電池切
れ、スマホはこれだからと大容量の予備バッテリーを車の鍵が入った小物入れから取り出
して交換する。その後ちょっと下り四峰へと上り出す、ここが核心と言っている人も多く
ルートも多様で、何処を通っても行けそうだが、下手をすると手詰まりになる。更に浮石
落石多発で神経を使う登りを強いられる。実際ハーケンが抜けて滑落して胸を強打した為
に下山するパーティーとすれ違った。手に取るホールドは軽く引いて動かないか叩いて音
は濁ってないか確かめて掴みスタンスもそっと足を置き、ゆっくり体重をかけて確認して
から登った。怪しいホールドは使わない様にしたが、どうしても無ければ引かずにマント
リングで押すようにして登り何とか大岩下に辿り着く。その先を左手に斜上して登り今度
は右手涸沢側へと登る、涸沢側を巻くのだが此処の岩が涸沢側に出っ張っていて足元の岩
の下は何も無いと云う何ともスリリングな箇所である。
四峰頂上には、大きな岩が横になって鎮座しているのだが一体これは何処から来たのだろ
うか？そんな事を考えつつ先を見ると三峰に人が群がっているのが見えた。ザイルが簾状
とまでは言わない物の、それなりの本数が下がっている。流石に人気ルートだ。取り付き
に 1 組待機して四峰を下った広い所には 3 組待機している。これは時間掛かるなと思い大

休止として行動食を摂ったりルート図と目の前の岩を比べたり人が登っているルートを検
討したりしていると混んでいるのに嫌気がさしたのかフリーで、牛蒡抜きで登っていく人
も現れた、唖然としていると上部で「ラ～クッ」との声！デカイ岩が空中を舞って落ち、
地面に当たり心地良いとは言えない音を響かせながら涸沢カールへと転がっていく、その
場に居た全員が一瞬固まったが誰も被害者が居ないのが判ると再び動き出した。日向ぼっ
こにも飽きてきた頃に、そろそろ準備を始めようと登攀道具を整理してザックを開けたら
車の鍵を入れている小物入れが無い！？！
慌てて他の物も引き摺り出して中を確認するが無い！無い？無い！無い？無い？？？？？
頭の中が真っ白になる。何処だと、その白んだ頭で考えると五峰だ！あの頂上でバッテリ
ーを変えた時だ但し其処まで戻らないと、それさえも不確かな事なのだ。リーダーに謝り
鍵の件を話すと戻って確認しようとの事。天気も良く時間的にも割りと余裕があり
最後に取り付けるので、ゆっくり時間をかけながら登る事が出来る絶好の条件を私の下ら
ない些細なミスにより台無しにしてしまった
謝っても謝り切れる物では無いのだが「気にするな」と言って四峰へと戻る、リーダーに
頭を下げて後に着いて行く。戻ると言葉では簡単だが、冷やせを掻きながら登った箇所を
クライムダウンすると云う事だ、ある意味三峰の登りより怖いと思う
登りと下りでは景色が違うのでルートもハッキリしないが下らない事には、どうしようも
ない。直に最初の難関が現れる。やはりクライムダウンに使ったのであろう懸垂支点が在
る場所に来たハーケンは 3 本とも錆びている捨て縄は外側の皮膜は破れているが芯は大丈
夫そうだ最初懸垂下降で降りようとしたが、安全の為上部で確保しながら下ろしてもらい
つつクライムダウンする方法に変更して下る。
下ったらセルフを取り支点を作りロープを引き一杯になったら今度は私がリーダーを確保
しながら下ろしつつクライムダウンしてもらう、思い出したくないが四峰を登っている最
中にハーケンが抜けて落ちたパーティーが頭を過ぎる。大岩の上部までは何とか戻れたが
斜上して上って来たルートを見つけられないでいると四・五のコルに人が居るのが見えた
先程の胸を強打したパーティーの方達のようだ、そうこうしているとヘリが現れる。どう
やら救助要請したようだが、何故か何回か行き過ぎる。風のせいなのか私達を遭難者と間
違えたのか、四峰正面壁の藪の稜線を詰めている人を間違えたのか？と思っているとホバ
リング状態に入りレスキューの人が降りてくる。引き上げるのかと思ったが人力で降ろす
様だ、レスキューの人に作業に入るので落石を越さない様にと注意を受ける。更に何故下
山なのかと聞かれ、五峰頂上に忘れ物をしたと伝えると、「あ”～」と苦笑いとも何とも言
えない声が聞こえた後に「気を付けて降りてください」と言われた。

稜線から涸沢側に戻り下降する所で 14 型ブラウン管 TV 位の岩に左足を乗せた瞬間グラッ
と傾き落としてはならないと懸命に左足で戻した所、右足踝近辺に当たり挟む。ここで勝
幸さんに怪我や、もしもの事があったらと考えてしまうと途端に怖くなった。自分のミス
が自分だけで無く周りの人を逢わなくて良い危険に巻き込んで行くのだと実感した。
何とか救助現場迄辿り着くと四・五のコルから奥又白へ懸垂下降で降りる準備をしていた
ので見ると講習の見本の様な 3 点からの流動分散にダブルフィギアエイトノットに 50ｍ
ザイル 2 本連結のシングルロープでの懸垂下降であった。
四峰を降りて来た事にホッとしたが五峰に鍵が在るか未だ確認していない。無かったらバ
スか電車で帰らないと車の回収はどうしようと考えてしまい、頂上へ祈りながら登るとリ
ーダーが先に岩陰から小物入れと鍵を見つけてくれた。今度こそホッとしたら気が抜けて
五・六のコルから涸沢へ降りようと敗退を受け入れた。
技術的、体力的、精神的な事や天候ルートの状況による敗退なら悔しくても納得出来るが、
今回の様な敗退は正直悔し過ぎるし何より一緒に行ってくれた勝幸さんに多大な迷惑をか
けてしまった、これを書いている時点でも何とお詫びして良いのか、言葉が出て来ない。
勝さんに言われた「気にすんな、そういう山の運ってのが、あるんだから」との言葉が頭
の中で巡っている、勿論途中で忘れ物をした私が駄目なのだが、四峰を見て気持ちが昂ぶ
り普段の行動が出来てなかったのでは無いかと自問している。確かに高揚感を感じていた
のは事実だ平常心を欠いていたのだろう、だとすると平常心を保てず、結果を性急に求め
過ぎている自分に対して「お前は未だ来るな」と前穂高北尾根三峰に窘められたのだろう
か？私には、もっと経験が必要なのだろう。

高水三山

記：平野 祥子

（高水山、岩茸石山、惣岳山）
■日

時

■メンバー

2011.9.23（秋分の日）
Ｌ平野、新島、大門、阿部、渋谷、芳野、前田、箱井、中島
畑野、黒澤、杉山、都澤、上原、兼堀(恵)、兼堀(善)

■コース

軍畑 8：20 ＝高源寺 8：50 ＝六合目 9：30 ＝常福寺 10：05 ＝
高水山 10：20 ＝岩茸石山 11：00～11：30 ＝惣岳山 12：30 ＝御嶽駅 13：50

台風が過ぎ去って山行日和との予報だったのに、軍畑駅に着くとぽつぽつと雨が降
り始めカッパを着込んでの出発となった。途中工事現場のおじさんにも午後から大降
りだーと驚かされたが、出発時だけで暑くもなく丁度いい歩きでした。
軍畑駅から平溝川沿いは、前に来た時より水量が多く強い流れの音を聞きながら平
溝 橋 から 二 股 の 道を 左 側 に 行く 。
高 源 寺の 道 標 で 一休 み し 、 民家 の
収 穫 どき の 野 菜 など 楽 し み なが ら
進 む と大 き な 堰 堤が あ っ て 、そ の
脇 の 階段 を の ぼ り山 道 と な る。 沢
を 渡 り少 し 進 む と伐 採 さ れ た後 の
斜 面 に出 る 。 整 備さ れ た 急 な登 山
道 を 一気 に 登 る と六 合 目 の 尾根 に
着 く 。こ こ か ら スカ イ ツ リ ーが 見
えた。なんだか嬉しかった。
のんびりと尾根上を 30 分ほど
行 く と常 福 院 に 到着 。 石 の 階段 を
のぼり境内に、今日の安全を願いすぐ先の「高水山」へ。ここから急な下りを降りて
なだらかな道を進むと岩茸石山の巻き道との分岐点から尾根を急登して「岩茸石山」
に着く。早いお昼に！北側が開けて黒山や棒ノ折山など見渡せる。
岩茸石山からは、急な下りなので足元に気をつけて慎重に歩く。惣岳山までは、短
い距離だが、上り下りがあったり岩場があったりと変化に富んでいて楽しめる登山道
であった。岩場を登りきると「惣岳山」に着いた。杉林の中で見晴らしはないが青渭
神社があり大勢の登山客と出会った。水神の祠から尾根道になり沢井分岐の道もアッ
プダウンであった。送電線のあたりは見晴らしのいい道が続き心地よく歩をすすめて、
御嶽駅に着いた。
岩岳石山を出発するとき一応リーダーなので経験は大事と先頭を歩いたが登山道を
間違ってしまった！！後ろから都澤さんに呼び止められて道に戻った。いつも前の人
の足元ばかりを見て歩いている私。注意力がまだまだでした。未熟な自分が恥ずかし
かった。みなさんお付き合いいただきありがとうございました。おかげさまで無事に
山行を終えることできました。楽しい一日でした。

朝日連峰南部縦走（1,870m）
記：山口裕史
◆山行日：２０１１年９月２３日～２４日
◆メンバー：L 山口（裕）、松田、三浦

（敬称略）

◆コース： 15 時間 40 分
23 日:6 時間（休憩込み）
古寺鉱泉 8:10→古寺山 11:00→小朝日岳 11:50→銀玉水 13:20→大朝日小屋 14:05
24 日:9 時間 40 分（休憩込み）
4:15 起床・食事 5:30 大朝日小屋 5:45→大朝日岳 6:00→平岩山 7:15→北大玉山 8:15
→大玉山 9:25→水場 10:25→赤鼻 10:35→鈴振尾根合流 12:05→12:20 祝瓶山 12:35→
桑住平 14:45→祝瓶山荘 15:25
今回は大きな台風が通過後で天気が回復するかと思いきや、予報では 23 日は雨、24
日に曇りから晴れでした。悩みましたが縦走の核心部が 2 日目に集中しているため、
天候回復するならと予定通り決行しました。(前週の空木岳を天候不良と判断し中止し
たた め余 計 に登 りた か った せい も あり ます)以前 は朝 日 鉱泉 から の 登山 が多 か ったよ
うですが、最近は古寺鉱泉から入る人が結構多いようです。
大朝日岳は以前から周遊ルートで計画していたが、親戚の叔父が送迎を引き受けてく
れたので思い切って朝日連峰の南部を縦走す
ることにした。古寺鉱泉からはやはり結構人
が入っていて、登山道もしっかりとしており
歩きやすく、水場が 3 箇所もあり旨い水が飲
める。
古寺山がまず最初のビューポイントとなり、
これから歩く小朝日岳、大朝日岳までの道が
見えるのは気分がよく、小朝日からは気持ち
の良い稜線歩きが続く。
大朝日小屋は今回天気予報もイマイチだったためか 20 数名の宿泊者でゆとりのあるス
ペースを確保できた。なかなか清潔で明るく気持ちの良い小屋だった。小屋のノート
の記帳を見ると、以東岳からの縦走者も数パーティーあるが、古寺鉱泉からのピスト
ンが多い。見た限りは南部縦走者はいなかったので、人の少ない登山道に期待を膨ら
ませつつ翌日に備え 8 時に就寝。
早朝、4 時起床するがどうやらガスで何も見えない。天候回復を期待して少し待ちたい
ところだが 2 日目の行程は長く予定通り出発しなければならない。6 時過ぎに出発する
ため小屋を出ると、ピンク色の景色が目の前に広がっていた。目まぐるしく流れるガ
スの合間から太陽がおぼろげに見え、陽光がガスを包み込み幻想的な世界。ほんの 10
分間程度だったが感動。

出発からすぐに頂上に到着したが展望は無し。今年は展望に恵まれない山行が多くつ
いていない。ただ、平岩山に続く陵線歩きでは、一瞬サッとガスが切れてこれから歩
くたおやかな陵線が見えるとこれがたまらな
く嬉しい。
平岩山ほど高度を下げるとようやくガスの壁
が上になり展望が開けた。祝瓶までの陵線歩
きは他パーティーにも逢わず静かだ。祝瓶山
は再びガスの中となり、楽しみにしていた朝
日岳の展望がなかったのが心残りだが、なか
なかハードで満足のいく縦走ルートだった。
次回は以東岳～朝日岳までの北部を縦走したいのと、朝日岳で有名な姫さゆりの花を
見てみたいと思った。

ちょこっとコラム
「秋の夕日に～照る山もみじ♪」
日が短くなって気温が下がると落葉樹が一気に色づき、束の間、自然が豪華絢爛なシ
ョーを私達に楽しませてくれます。葉っぱはなぜ紅葉するのか、秋になって気温が下
がり日が短くなると緑葉体の働き（光合成活性）が弱まり葉は老朽化していきます。
老朽化し始めると、葉を落とすために柄の付け根に離層という細胞層が作られ枝から
葉への水の供給がなくなると同時に葉から枝への養分に移動も遮断され、葉に糖やア
ミノ酸が溜まるようになり、こうした状態になると葉の中のアントシアニン色素が葉
を赤く染めるということになります。
紅葉は木の葉の老化現象。人間も老いてなお、鮮やかでありたいものですね。

御

嶽

山

（

３０６３ｍ

）
記：山口

[山行日]

２０１１年９月２４日～２５日

[参加者]

L 山口（敏）、山崎、下川、加藤

敏雄

昨年１０月に千葉リーダーのもと御嶽山行を計画していただいたが、山小屋閉鎖の
ために断念しており今年再チャレンジとなつた。当初７名の計画であったが諸事都合
により４名減り、新規会員の加藤さんを加え４人での山行となった。
山崎さんの車で草加を４時に発ち、首都高・中央高速・伊那 IC から国道３６１号、
権兵衛トンネルを抜け国道１９号線に入り木曾福島の先の元橋を右折、黒沢にて２５
６号線に入り御岳湖を過ぎ王滝村から御岳高原、王滝口登山コースの田の原駐車場に
８時４４分着。駐車場はるか手前の道路の肩まで駐車しておりビツクリ、先に進みな
んとか駐車場に空きを見つけた。
（コースタイム）
（１日目）田の原駐車場 2180M

8:55～9:46 金剛童子 2470M～10:44 ９号目（奥ノ院

分岐）～11:20 奥ノ院 2940M～11:45 王滝頂上奥社 2936M～12:14 剣が峰 3067M （昼食）
～13:08 外輪山最高地点～14:00 二ノ池新館（宿泊手続）～14:29 賽の河原～15:06 摩
利支天展望台～16:11 二ノ池新館（泊）
（２日目）二ノ池新館 2905M（5:45 朝食・6:30 発）～（賽の川原・白竜教会 2857M）
7:00 三ノ池・五ノ池方面分岐～7:30 五ノ池小屋・飛騨頂上～針の山～8:05 継子岳頂
上 2859M～高天原～8:38 継子二峰～9:06 幻の大滝～四ノ池～9:41 三ノ池～11:00 二
ノ池～11:25 王滝奥社～12:07 ８号目石室～12:49 登山口（田の原駐車場）
13:30 こもれびの湯（入浴）～14:33 御嶽神社里宮～「道の駅日義」～権兵衛トン
ネル～伊那 IC～草加着 21:00
登山道入り口から大鳥居越しに一直線に砂利道が伸びており、遥か上空に大滝頂上
が望まれ、雲ひとつ無い絶好の登山日和である。
大黒天・大江権現・あかっぱげ・金剛童子・一口水を過ぎて９合目石室避難小屋に
着くと、大滝頂上に至る稜線は登山者が
連なりまるで富士登山の様な賑わいだ。
予定より早く到着したこともあり、休
憩しばし、人の少ない奥ノ院経由で大滝
頂上に向うことに予定を変更し、登るこ
と３０分で奥ノ院に到着。奥ノ院の先の
地獄谷展望所からは眼下に壮絶な地獄谷
と、剣ヶ峰の下方にゴウゴウと音をたて
て噴煙を噴き上げる火口が望まれ、あた

りは硫黄臭に包まれており、まさに御嶽山は活火山であることが実証される。
奥ノ院から王滝山頂に至る稜線にある溶岩の穴から剣が峰が望まれる「日の門」を
過ぎ、１５分で登山者が溢れている王滝頂上奥社で登山の安全を祈願し進むと、すぐ
に八丁ダルミで「まごころの塔」、「御嶽教御神火斎場」があり、右に二ノ池方面分岐
がある。直進して急坂をつめると御嶽剣ヶ峰山荘と頂上山荘があり、白装束に身を包
み法螺貝を吹き鳴らしつつ下山する御嶽講の信者の一行に遭遇し、御嶽山はいまだに
信仰の山であることが実感された。立派な石段を上り詰めるとそこは、登山者で賑う
高度本邦第１４位３０６７Ｍの御嶽山剣が峰の絶嶺である。
東に中央アルプスの大棚入山・将棋頭・木曾駒・宝剣・三沢・空木・南駒・安平路・
摺古木。その向こうに南アルプスの鋸・甲斐駒・アサヨ・仙丈・北・間・塩見、少し
離れて荒川・赤石・・・、手前に恵那山、宝剣と三沢の間に富士山が見える。
北は真下に荒涼とした一ノ池、峨峨たる外輪山、日本最高所の火口湖でコバルトブ
ルー色の二の池、その向こうに賽の川原、右にアルマヤ天、左に摩利支天山、最奥に
継子岳と御嶽山の山頂部の山々が一望され、更に奥には、間近に大きく乗鞍岳、その
向こうに、槍・穂高を始めとする北アルプスの山々・・・。
北東には蓼科・北横・縞枯・麦草峠・中山・西天狗・硫黄・横・赤・権現の八ケ岳
連峰、遠く甲武信と思われる山々が見え正に踊りだしたくなる大展望であった。
昼食の後一の池方面に下り、途中からガレ場の外輪山に入ると登山者は極単に減り、
外輪山最高峰から見下ろす一の池は、月世界のクレーターのようである。
二ノ池新館に着き宿泊手続きを済まし、時間があるので賽の川原上方の摩利支天山
乗越まで行くことになった。乗
越はすぐ近くに見えるが思いの
ほか時間がかかりガスがかかつ
て来たので摩利支天展望台から
引き返した。
二ノ池新館には二ノ池から水
を引いての風呂があり、３００
０Ｍの山頂での入浴は本当にあ
りがたい。当日の宿泊者数は３
０名で、名古屋や岡山・岐阜等
日本全国各所からの登山者であ
った。
翌早朝に御来光の写真を撮りに外に出ると薄氷が張っており、日の出直前は本当に
寒い。撮影後５時４５分に朝食。
６時３０分出発。賽の川原から白竜教会、三ノ池方面分岐から摩利支天山のガレ場
のトラバース、神秘的な三の池を足下に五ノ池小屋・飛騨山頂にて鐘を鳴らし安全祈
願。

針地獄を思わせる鋭がった石が
生 え てい る 「 針 の山 」 を 過 ぎる と
す ぐ に、 標 高 ２ ８５ ９ Ｍ の 御嶽 山
最 北 端の 継 子 岳 山頂 に 到 着 。継 子
岳 か らの 眺 望 は 、剣 が 峰 に 劣ら な
い 大 展望 で 、 西 に加 賀 白 山 、雲 海
の下は高山市か？

北に北ノ股

岳 ・ 薬師 ・ 黒 部 五郎 ・ 笠 ・ 剣・ 立
山 ・ 水晶 ・ 野 口 五郎 ・ 乗 鞍 ・槍 ・
穂 高 ・前 穂 ・ 大 天井 ・ 常 念 ・蝶 ・
大 滝 の山 々 。 山 座同 定 に 至 福の 一
時。
後ろ髪を引かれつつ継子岳を後にして、コマクサの保護地の高天原を過ぎ継子二嶺着。
四ノ池を目指して岩場を急降下。ハイマツの実をついばむホシガラス、人怖じしな
い岩ヒバリを目にして、四ノ池からの流れが一気に落ちる日本最高所の「幻の大滝」
着。
滝の落ち口から身を乗り出して下を見れば８０Ｍの絶壁で足がすくみ、引き込まれ
そうで思わず武者震い。四ノ池には池は無く川が流れているのみ。
四ノ池への途中で天気が悪くなり一時ヒョウが降りガスがかかってきた。
三ノ池湖畔の神社の釣鐘を鳴らし竜王にお参りしてから池の御神水を汲んだが、白
竜教会上分岐までの高度差１００Ｍの登りは御神水２キロの重さが肩に食い込む。
白竜教会を過ぎ賽の川原で、登山道脇のブルーベリー？を摘んで食べながら小休止。
二ノ池新館に着き、預けていた荷物を
引き取り、二ノ池から王滝コースの八
丁ダルミへと続く剣が峰のトラバース
道をたどり王滝神社に到着。王滝頂上
から真下に見える田の原駐車場を目指
しひたすら下りに下り、１２時４９分
に駐車場に到着した。
第１日目・２日の前半は天候に恵ま
れ最高の山岳展望にめぐまれ日本の３
０００Ｍ峰２１座２８峰のうち２０峰
が視認できたことと、御嶽山の頂稜部
はいくつもの山と美しい火口湖があり、変化に富んでいて本当に楽しい山行であった。
同行の皆さん有り難うございました。

栗駒山
日

還暦山行

程：2011 年 10 月 1～2 日

メンバー

：

Ｌ鈴木廣

ＳＬ八並

石井

坂口

中島

青柳

平野

（計７名）

コース・タイム
１０月１日
松原団地西口（5：32）＝＝上河内（6：50）＝＝福島松川（8：20）＝＝長者が原（9：
50）＝＝一ノ関ＩＣ（10：30）＝＝須川温泉（11：30）＝＝小安峡（大噴湯）＝＝泥
湯＝＝須川高原観光ホテル（16：00）
１０月２日
須川高原観光ホテル（7：45）---昭和湖（8：40）---栗駒岳（9：45－9：52）---須川温
泉（11：50－12：20）

参加メンバーの感想
参加メンバーの感想

（石井

美樹）

６０歳、還暦なんて、ズート先の事だと思っていましたが、今回、この山行に誘われ
て、６０歳を実感しました。６０歳という事は、８０歳まで山に登っても、あと
２０年しか登る事ができない。そんなことを考えてしまいました。
今回の山行は、天候が期待できなかったので明日は山には登らず観光になると考え、
ホテルの夜を 23 時頃まで楽しみ、
６０歳の話題（健康、仕事、将来等

本当は何を話したか覚えていません。）に、盛り

上がり楽しい時間を過ごすことができました。
ところが、翌朝、晴れ。二日酔いでの山登りは辛かったですが、紅葉もそこそこで、
大満足でした。６０歳の皆様、楽しい旅を有難うございました。

（平野

祥子）

還暦記念にと 60 歳になった 7 名で「紅葉の栗駒山」に一泊二日で行ってきました。
1 年程前から話があがっていて楽しみにしていた山行でした。
一日目は観光の予定でしたが、明日はあまり天気も良くないようなので山へ行っちゃ
おうと登山口に向かったのに雨と風で無理。子安峡と秘湯泥湯温泉へ行きました。
夕食後、明日も天気が良くないようなので、今回は今年世界遺産になった中尊寺を観
光して、また来年リベンジしようと盛り上がっていたのにいいお天気となりました。
山頂で雨に降られたけれど、綺麗な紅葉の中をみんなで歩くことができました。
私にとっては初めての山。還暦山行の山。本当に心に残る山行になりました。
還暦の歳になった仲間たち！！

（青柳

これからも若さを持って山を楽しみましょうね～

光子）

還暦山行の話を頂き、２年前雨と雪で断念した栗駒山でうれしかったです。
今回も天候が少し不安定で、山頂はガスがかかっていて残念でしたが期待通りの紅葉
を見ることができ、お風呂もよく、楽しく登ることができました。
男性の交代の運転、本当にありがとうございました。

（坂口

健二）

昨年のバスハイクで「栗駒山に還暦山行に行きませんか」と八並さんから誘われて
今回参加しました。気持ちはまだまだ若いつもりでも、目は老眼になり少し無理をす
ると必ず後でその報いがくるし、自分も還暦なんだなあ～。
そこで還暦を調べたら還暦には半還暦３０周年、還暦６０周年、大還暦１２０周年が
あるそうです。ぜひ今回参加された７名で先は長いけど大還暦山行を目指して頑張っ
て行きたいですね。

（中島

秀子）

数年前、会員バスハイクの車中から見た吾妻スカイラインの紅葉は今まで見た事のな
い美しい景色でした。あちらこちらから歓声が上がる中「今まで見た紅葉で栗駒山が
一番だったがそれに匹敵する程素晴らしい」と言った石井さんの言葉が耳に残り、そ
れ以来紅葉の時期に一度は登ってみたいと思っていた山でした。
山頂ではガスがかかってしまい、展望を楽しむことが出来ずみぞれ混じりの雨が少し
降り始めた為、早々に下山しました。前日の天気予報で登山は諦めていたのに、遠く
に鳥海山、そして色鮮やかな紅葉と景色を眺めながら登ることができて本当によかっ
たです。男性の方々には長距離の運転をして頂き、大変お疲れ様でした。
お陰様でなかなか行く事の出来ない子安峡、泥湯温泉での入浴等の観光も楽しむこと
ができ、宿ではゆっくりと温泉につかり、美味しい料理に舌鼓。
還暦記念にふさわしい心に残る最高の山行を楽しむ事ができました。
色々と手配して下さった八並さんをはじめ、メンバーの皆さんお世話になりました。
ありがとうございました。
（鈴木

廣）

還暦山行の話が以前にあり、まず二人だけで計画。
10 月１～２日、栗駒山に決定。男女別に連絡し、ほぼ全員の嬉しい返事がきた。
当日、予報ほど天候が崩れず元気いっぱい、わくわくしながら向かった。
しかし、須川温泉ホテルに着くと冷たい風と雨、時間だけはたっぷりあり子安峡から
泥湯温泉へと廻った。子安峡は絶壁の岩間から噴出す熱湯は迫力いっぱいでした。そ
の後、泥湯温泉で入浴、散策したが人もまばらで寂しい感じがした。
ホテルにチェックインした後、また入浴、その後男性の部屋に集まり冷えたビールと
ワインで乾杯、３種類のチーズを味わいながら夕食の時間を待った。
明日の予報をテレビで見ると雨模様との事、残念だが諦めた。しかし翌朝、信じられ
ない程の天気。朝食を済ませすぐさま出発する。紅葉の見頃もぴったり、気持ちよく
登る。しかし雲の流れが速く、山頂に着く前には雨風となって寒くゆっくりする事も
できず、すぐに下山となった。
でも、とっても良い山行でした。皆さんと楽しい時間の中、良い思いでを心にしまい
ました。皆さん、いつまでも元気で、ありがとうございました。
（八並

絹代）

何人もの方から「栗駒山の紅葉は最高」との話を聞き、かねてより行きたい山でした。
幸い同年齢の仲間が 8 名もおり、数年前の還暦山行を我々も是非との思いから実行の
運びとなりました。紅葉も見頃で山腹からの眺望も素晴らしく、思い出深い楽しい還
暦山行となりました。山も良し、温泉も良しで東北の山はいいですね～。
また、還暦組の仲間が一丸となって今回の山行を楽しみ、至福な 2 日間でした。

斑尾山～黒姫山・
会員バスハイクの思い出
記・・実行委員・阿部
日時・・・・・２０１１・１０・８～９日
実行委員・・・総合 L 小野寺・千葉・長田・阿部
参加会員・・・総合計４５名
コース・・・・一日目・松原団地駅前出発～関越道～上信越道～荒瀬原登山口～
斑尾山～斑尾高原登山口
二日目・黒姫高原登山口～黒姫山～日の出石～県民の森駐車場
今年 3 月の山の会総会で斑尾・黒姫のバスハイクが決まり、実行委員に名を連ねてしま
ったが黒姫は登った事がなくあまり深くは考えていなかった。
しばらくして一回目の打ち合わせをした時結構大変な山だなあ、と話が出てその後インタ
ーネットを開いて色々調べて見たら、本当にきつい山だと思うようになってきた。でも実
行委員皆で、とにかくやらなければならないからあまり弱音を吐かずに頑張ろう、と言う
事でみんなで手分けして資料集めや宿見つけなどが進められた。
特に実行委員長は、一生懸命宿探しをして宿を見つけ、値段の交渉や人数の確認等と良く
頑張ってくれた。途中で会員の人数集めの時なども、会員から「結構厳しい山だが自分は
大丈夫かな」と聞かれたり、時には「参加はするが山の下で待ってる」と言われたりした
時や打ち合わせの時なども、2 グループに分けて何人かは下で待つグループも作ろうか、
と言う案も出てみんな真剣に考えたりもした。でも最後はとにかく山の会の人間なのだか
ら全員登ることにしようと言う事にした。登山コースなどもなるべく近いコース・大型バ
スの駐車が出来る場所など、下山後風呂に入るに適した場所など、色々考え 9 月後半に最
終的に煮詰めて、班編成から宿の部屋割りなどを決め、本番２～３日前に千葉さん宅でお
菓子の詰め合わせ等をして本番当日を向えた。当日は天気も晴れで５時半ごろ全員集合し
てバスに乗り込み松原団地駅前を出発した。
バス内では山の会会長の挨拶・実行委員長の挨拶や山の説明又注意事項など説明して高速
道を今日の山、斑尾山登山口に向って走って行く。高速道も連休初日でもあるし交通量も
多い、これじゃ大変な渋滞に会うかなあ、と思って行ったが交通量が多いわりに特別渋滞
にも会わずだいたい予定どうりに到着した。
斑尾山登山口はちょっと分かりずらかったがインターネットで見ていった通り見つけるこ
とが出来た。広い場所を運転手さんが見つけてバスを止め、みんな降りて各班に分かれて
身支度をし準備運動をして１０：００時頃から順次班ごとに登りについた。登り始めてま
もなく山栗が落ちている、一人・二人と拾い始めるするともう止まらない、各班のリーダ
ーがもう行くよと言ってもなかなか動かない、
「置いて行くよ」と言って歩き始める、しば
らくして走って追いついてくる。でも又栗が落ちていると拾い出すなかなか止まらない。
途中休みながら登り大明神岳に着き、各班ごとに昼を取りながら斑尾山頂上と登る、頂上
は展望がないので少しの休憩で下山につく。下山も順調に降りて斑尾高原登山口に到着、

全員バスに乗り宿に直行となると思ったら、バスに乗ってのビールが用意してなかったこ
とに幹事が気がついた。みんなに苦情を言われながら今夜の予定のビールを出すことにし
た。ビールの用意忘れてしまった幹事一同で本当に申し訳ありませんと思った。
みんなに少しのビールで我慢してもらい今夜の宿、「ロッジ・こまずめ」に到着する。「こ
まずめ」では全員明日の仕度をして風呂に入る人、又大部屋に入り飲みだす人、その内風
呂に入った人も飲み部屋に入り飲み始める。夕食では「くじ引き」で席順を決めご馳走を
食べ、ビールや酒、チューハイと飲んで出来上がる人や早めに寝る人、それぞれ楽しんで
くれた。よかった。
「ロッジ・こまづめ」では
酒などの差し入れ、又次の
日の昼食の果物など「デザ
ート」の差し入れもしてく
れた。次の日、9 日は早朝
早めに食事を済ませ宿の前
で記念写真を撮る段になっ
て初めて気が付いた、山の
会の「会旗」を持ってくる
のを忘れてしまった。
実行委員全員がすっかり忘
れてしまっていた。全然気が付かなかった。
皆さんほんとうに申し訳ありませんでした。集合写真も無事撮り終わり,いよいよ黒姫山登
山です。宿から出てすぐ登山口があり、花畑の中を歩きスキー場の中を歩いて登るのだ、
スキーで滑り降りるのだったら楽だけれど歩いて登るのはやはり大変だ。皆苦労して登っ
ている、頑張っている、よかった。やはりインターネットにあったように楽には頂上には
着かせてくれない。そうこうして七つ池・峰の大池と，気持ちをやわらげてくれる湿原に
出た。気持ちのいい場所だ、そこは各班ごとに休憩を取って、そこから又ひと頑張りして
ようやく頂上だ。頂上では各班ごとに思い思いに昼食を取り、あとは県民の森に向って降
りるのみだ。下りも難所が結構あるようだ、みなさん気を付けて下さい、と心に願って下
って行く。日の出石～シナの木と、どんどん下るがなかなか県民の森は遠い、総時間９時
間３０分近くかかって自分達が一番乗りでバスまで来た。4 班は皆元気で無事だ、あと全
班とも無事に降りてくれるのを祈るだけだ。やはり気が気でない、しばらくして各班がぞ
くぞくと降りてきた。どの班も脱落者がいない、全員無事下山してくれた。ほんとうによ
かった。時間も出発を早めた事もあり何とか風呂に入って帰ることが出来そうだ。全員バ
スに乗りビールを出し乾杯した。実行委員長もみんなの無事を見て感激して涙ぐんでいる。
ほんとうによかった。そのままアスティ黒姫に行き風呂に入り汗を流した。サッパリして
又バスに乗り込みビールや酒等を飲み、時間当てなどをやりわいわい騒いで松原団地駅前
に向うだけだ。バスハイク参加者のみなさんお疲れ様でした、ありがとうございました。

斑尾山・黒姫山(会員バスハイク 1 班)
記：山﨑 正夫
【ﾒﾝﾊﾞｰ】

L.石井(美)、鏑木、芳野、山﨑、新島、黒澤、田村、鈴木、千葉

年１回の会員バスハイクだ。大勢で山を歩くのも楽しいものだ。その代わり、実行委員
の皆さんの苦労は大変だ。実行委員の皆さんに感謝しながらバスに乗る。栞の説明で、山
行の班編制、宿泊部屋割りを知る。
《斑尾山》
バスを降りて、農道歩きから始まる。一班は石井リーダーの号令で進む。路傍のお地蔵
さんの前に並んで写真を撮るなどして和やかに歩く。まもなく落ち葉の上を歩く道となる。
程なく、山栗が落ちている、落ちている。栗拾いが始まると、リーダーの号令が耳に入ら
ない。リーダーも半分あきらめ状態。やっと歩き始めてしばらく登ると、またまた山栗出
現。しばし、栗拾い再開。一生懸命拾った栗をバスの中で気前よく配っていただきました。
頂上で班別に野尻湖をバックに記念撮影。そして昼食。ところが、少し下ってから、頂上
で湖が見えましたかという班員が２人いることが判明。他のパーティも大勢、頂上が混ん
でいて、食事で座る位置によっては湖は見えない。そそくさと出発したので無理もない。
斑尾高原スキー場のススキ原に降りて第１日の山行は終了となる。
《黒姫山》
コスモスの花畑を過ぎ、黒姫高原スキー場のゲレンデを直登する。黒姫乗越に着き、七
ッ池に向かう。山の会貸し切りで、ここでゆったりと食事をする。目の前には御巣鷹山(小
黒姫)。紅葉を眺め気持ちいい。峰ノ大池を経由して黒姫山を目指す。石井リーダーから「一
班報告は黒姫山頂上でじゃんけんをして決めましょう」と提案がある。いよいよ頂上に達
するも、頂上は狭く、更に他のパーティで一杯だ。写真を撮ることで精一杯。他の人の迷
惑になるので、じゃんけんはこの先の下ったところでとなる。窪地の広くなったところで
じゃんけん開始。まるで小学生のようにじゃんけんのかけ声が盛り上がる。最後は石井リ
ーダーと私のじゃんけんとなる。お互い、こんなはずではなかったと言いながら。その結
果、今私が書いている。さて、これからの七曲がりの下りが厳しかった。土が濡れていて
滑りやすい。先頭のリーダーからはインディアンが発するような奇声が何度も。その後で
は何人もの班員が何度も滑る。この下りで、他の班との間がかなり開く。急な下りがやっ
と終わり、樹林帯を進む頃、リーダーは先を急ごうとするが、後が中々続かない。町民の
森に達し、ほっとする。他の班は待ちくたびれて
ビールでも飲んでいるかなと話しながら先を急ぐ。
浅井祐子さんが迎えに来てくれた。ようやくバス
に着くと、ビールを飲んでいる人は一人もおらず、
我々を待っていてくれた。我々の感じでは１時間
待たせてしまったと思っていたが、３０分お待た
せしたとのこと。比較的高齢者の多かった一班、
１０時間の長丁場をよく無事に歩けました。我々
若い者も精進して見習いたいものです。

斑尾山・黒姫山(会員バスハイク２班)
記：坂口

健二

私にとって今年 3 回目の山行となったバスハイク。
一回目は春の会山行で、二回目はバスハイクの前週、栗駒山（還暦山行）、そして今回の斑
尾山、黒姫山バスハイク。
一日目、松原を 5：40 に出発。予定より少し遅れて斑尾山登山口に着き、さっそく身支度
を整え斑ごとに出発。しばらく林道を歩くと登山道となり、そこから 2 時間ほどで大明神
岳に出る。あまり広い頂ではないが眺めは良くここで昼食をとる。
30 分ほど休んで斑尾山山頂へ。山頂から斑尾高原登山口へと下って行く。今日は「ロッヂ
こまづめ」で宿泊となり、あとは、楽しい宴会が待っている、飲みすぎが心配。
翌日、朝 6：00 出発。やはり何人か飲みすぎて辛そう・・
コスモス花園を過ぎてゲレンデの中を進む。40 分程で登山道に入ると悪路となりとても歩
きづらい。4 時間程歩いてようやく乗越に出てホッとする。ここから 30 分程で峰ノ大池に
着き、そこは開けた場所で気持ちが良い。今日はここで昼食をとり 30 分程して山頂へ向
かう。あと少しと思った登りが悪路のうえ急登たっぷり、1 時間かけてやっと黒姫山山頂。
山頂は意外と狭く、でも展望は良く、しかし充分に楽しむ間も無く 10 分程で県民の森へ
下って行く。
又、この下りがうんざりするほど長く、予定より 2 時間遅れで県民の森へ着く。あとはお
風呂に入ってバスに中での楽しみが待っている。
つらかった山行もみんなで歩くと楽しい！皆さん、御苦労さまでした。

斑尾山・黒姫山(会員バスハイク３班)
記：森

律子

【日程】2011 年 10 月 8 日（土）～9（日）
【ﾒﾝﾊﾞｰ】L：鈴木、山口、小宮、小林、小野寺、平野、畑野、箱井、新庄、森(敬称略)

斑尾はスキーで行ったことがありましたが、山登り
は初めてです、荒瀬原登山口から気持ちの良い杉林
を歩に途中山栗を沢山拾いながら山頂へ、
斑尾高原方面へ下山すると、見覚えのあるゲレンデ
が・・「こりゃ～転がった方が早いかも・・」
と思いながら、急な傾斜をつづら折りにゆっくり歩
いて下山しました、麓では、見覚えのあるビュッフ
ェがあり、カレー食べたよな～と考えながらバスまでたどり着きました。
宿までのバスの中では楽しいプレ宴会もあり、ここちの良い疲労感とともに宿へ・・

入浴後はお楽しみの夕食＆宴会がありアユの塩焼きも美味しく、宿のご主人のお酒ま
でいただき、楽しいひと時を過ごすことができました。翌日の朝が早いという事で、
恐ろしく早い就寝時間となりましたが、山行の疲労もあり、ぐっすり眠る事ができま
した。
でも、山の夜空の星が見たかったのですが、うっかり忘れてしまったのが残念でした。
翌日は、初の 2000ｍ超えの黒姫山登頂で
す。ちゃんと皆さんについていけるか・・
かなり不安でしたが、お花畑と幸せを呼
ぶ鐘に勇気をもらい、いざ山頂へ、あこが
れ の 北 ア ル プ ス や 2000ｍ 超 え の 初 め て 目
にする眺望を堪能しました。地元の方のお
勧めの七つ池は本当に美しく、別世界の様でした。入会させていただいてから 3 カ月
ですが、今回のバスハイクで、沢山の方々とお知り合いになり、また皆さんの「とこ
とん楽しむ」姿勢にすっかり感銘し、これからの会の活動がとても楽しみになりまし
た。
年を重ねても、「わくわく」「ドキドキ」することができることを教えていただき、
私も諸先輩方に見習って、これからの人生、楽しいことでいっぱいにしたいと思いま
す。
最後になりましたが、実行委員の方々の「かゆい所に手が届く」きめ細やかな運営に
とても感動し、感謝いたします。

斑尾山・黒姫山(会員バスハイク４班)
日

時：2011 年 10 月 8 日～10 月 9 日

記：松田

武

メンバー：Ｌ松田、兼堀夫妻、木原、尾崎、菅野、大門、浅井祐子、（実）阿部
コースタイム：斑尾山（8 日）荒瀬原登山口発 10：10…大明神岳着 12：30…斑尾高原
登山口着 14：20
黒姫山（9 日）ロッジこまづめ発 5：55…姫見台着 8：00…乗越着 10：00…黒姫山頂
着 11：35…下山口着 15：30
▲1 日目（８日）
久しぶりに天候に恵まれた会員バスハイク、足取りも軽くバスを降りる。身支度を
済ませたメンバーが集まり体調を確認する。体調不良で参加が心配された祐子さんも、
大丈夫とのことで駐車場を出発。兼堀夫妻と菅野さんは会員バスハイク初参加、また、
菅野さんと山行を供にするのは初めてとなる。今日登る斑尾山は歩程３時間半程で、
明日登る黒姫山（歩程７時間半）の足慣らしと言ったところか。車道を少し歩き右に
曲がり畑の中を進み、林の中のジグザグの道を、おしゃべりをしながら歩く。道に山
栗が落ちているのを見つけると、女性方のおしゃべりが止み、栗を拾いに夢中になり
リーダーを困らせる。尾根に出ると「二合目釜石山」の標識が立つ T 字路に着く。右
の尾根に進と左側に野尻湖が眼下に見えてくる。急坂と岩の急登を登ると展望が開け

大明神岳にでる。ここでお昼にする。いつものように、女性方の美味しい差し入れを
沢山いただき大満足。大明神岳から 10 分程で斑尾山山頂に着く。
山頂は樹木に囲まれて展望が利かない。ここから下りとなり、斑尾高原スキー場のゲ
レンデを下山した。明日は早立ちなので、宿での飲み過ぎが心配だ。
▲2 日目（9 日）
日の出前に宿を出発、飲み過ぎを心配した兼堀善和さんも元気だ。朝日を背に受け、
コスモス園内を進む。目前の黒姫高原スキー場ゲレンデの中を登ることになる。ゲレ
ンデをジグザクに登る班とゲレンデを直登する班とまちまちだ。我々は、ジグザクに
登ることにした。何本かのスキーリフトを過ぎると、眺望の良い望湖台にでる。昨日
登った斑尾山が野尻湖の先に陽光を背に受け青く見える。今日は歩程が長いので、30
分歩き 5 分休憩のペースで歩くことにした。最後のスキーリフトを見送り、しばらく
すると姫見台に着く。目の前に黒姫山が見えるのだが、登山道はなぜか大きく迂回し
ている。展望のない樹林帯の平坦な道にうんざりする。平坦な道が行き止まりになり、
一息入れて黒姫乗越までの標高差 250ｍを登る。越見尾根の登りはきつく、黒姫乗越
に着く頃にはうっすらと汗をかく。われわれの班が先頭で、後続の位置を阿部さんが
携帯で確認する。予定通り七ツ池を経由して黒姫山頂を目指す。樹林帯を抜けると熊
笹を敷きつめた気持ちの良い平原にでる。黒姫山と小黒姫山が対峙し、紅葉と青空の
コントラストが美しい。途中、大池に寄り道して、急登を登り 11 時 35 分山頂に着く。
展望は素晴しく、斑尾山、高妻山、北アルプスなどの山々を望むことができた。長め
の昼食をとり、日出石、七曲り下を経由して下山した。
メンバーの皆様お疲れ様でした。黒姫山に栗が落ちてなかったのが幸いでした。

斑尾山・黒姫山(会員バスハイク５班)
記

鎌形瑞枝

バスの中で配られた素敵なパンフレットにびっくり。班編成も知らされました。
荒瀬原登山口より各班が出発していきました。栗拾いに夢中になる人も？大明神岳で
野尻湖を眺めながらの昼食はよりおいしく感じました。その後広々としたスキー場、
斑尾高原到着。足慣らしにちょうど良い歩きでした。
ロッジこまづめで汗を流し、夕食までの間、お酒をいただきながらの時間はとても楽
しかったです。
翌日の黒姫山は山岳会に薦められた七つ池に寄る
事が出来て本当に良かった。あの下りが待ってい
るとは思いもしませんでしたが。しかし全員無事
にバスに戻られ、実行委員の涙にほろっとしまし
た。今回の２山が北信５岳と知り、戸隠と飯綱へ
いつか行こうと目標が増えました。帰りのバスの
盛り上がり、到着時間当てクイズに本当に楽しい
時間を過ごすことが出来ました。実行委員の皆様
心からありがとうございました。

H23年・会員バスハイク収支報告書
日時

10月8日（土）～10月9日（日）

場所

斑尾山・黒姫山

参加人数

45名

収入
会費

20，000×45名

900,000

交通費

貸切バス代
高速代
バス運転手御礼

220,500
27,200
3,000

宿泊費

こまづめ 7，350×44

入浴

アステイくろひめ

飲食代

ビール・つまみ・コーラ

支出

（御礼・飲み物代含む）

500×44

338,200
22,000
62,641

日本酒・焼酎・サワー
ジュース・お茶・コップ類・その他
打ち合わせ・反省会

19,320

経費・事務費・ゲーム代・雑費

9,500

DVD（北鎌尾根）・写真集DVD

10,000

差し入れ御礼
前日キャンセル

8,500
13,000

返金
男性

3，500×20

70,000

女性

4，000×24

96,000

合計
残金139円は一般会計に入れました。

899,861

鳥海山・神室山

記

山本理郎

（コメント、小野寺、黒澤、鈴木里、山崎）

■メンバー

小宮、山崎、黒澤、鈴木（里）、千葉、小野寺、新庄、山本

■日時

平成 23 年 10 月 12 日（水）

■行程

草加 5：30……酒田……観光……湯の台温泉……宿

今回の山行は 3 泊 4 日で山形県の鳥海、神室、葉山の 3 つの山の紅葉と温泉を楽し
もうと計画しました。初日は鳥海中腹の湯の台温泉にある鳥海家族旅行村のケビンに
夕刻までにチェックインするだけの行程である。酒田の港で海鮮丼を食し、「おしん」
に出てくる三居倉庫などを観光して、夕食のすき焼きの材料などを仕入れケビンに入
る。メンバー8 人は全員が年金族で贅沢は許されない。旅費節減のため 1 泊目は自炊の
宿、2 泊目は公共の宿、3 泊目は歴史
ある湯治場（肘折温泉）でやむなく
安旅館を予約する。山の会のメンバ
ーは山小屋がすべての基準になって
いるので、安宿でも誰一人文句を言
わないところが良いところである。
ケビンには台所、調理道具、暖房、
風呂（温泉ではない）が付いており、
2 段ベッドが 8 人分ある。千葉総料理
長の指示のもと手際よくすき焼きの
準備が整い、楽しい宴会が始まった。
■日時

10 月 13 日（木）鳥海山登山

標高 2236ｍ

■行程

ケビン……登山口 5：50 まで車で移動……滝の小屋 6：10……

河原宿 7：45……伏排分岐 10：10……新山分岐……山頂 11：50……新山分岐……伏排
分岐 13：15……登山口 16：30……シ
ェーネスハイム金山（泊）
湯の台登山 口は数ある 登山口の中
で標高が一番高い。宿からは車で 30
分位で標高 1200ｍの登山口に着く。
天候は晴れ、林道は紅葉の盛りであ
ったが登山道の紅葉は終に近かった。
20 分も上ると滝の小屋（無人）に着
く、樹林帯はすぐに終わり、這松な
どの明るい登山道になる。日本海か
らの冬の風雪を想像すると樹木も育たない山地なのかも知れない。緩やかな斜面を

延々と登ると 2 つ目の無人小屋、河原宿に着く、ここもすでに閉じられており、この
辺から鳥海の外輪山が望める。振り返ると中腹の紅葉も鮮やかで、遥か日本海まで一
望できる。ひたすら上ること約 4 時間半で外輪山の分岐に到着する。ここで初めて鳥
海山の山頂を望むことが出来る。尾根筋に近くなるにつれ、風が出てきて寒い、感覚
的には１０℃を下回っていそうだ。山頂付近は新山と呼ばれる岩山が盛り上がってお
り、外輪山の斜面を一度下って上り返す地形になっていた。予定のコースは新雪が凍
り付いていてとても下れない。下山時に予定していた別のコースにも新雪があったが、
慎重に下れば何とかなりそうであった。５人の女性のうち３人がここでリタイヤーの
判断をする。山頂の新山は地下から岩が盛り上がってきたような地形で、大きな岩が
重なり合って、一部新雪があり、緊張を強いられたが、
山頂ではそれなりに達成感が沸いてきた。山頂は風が強く寒さに追われ早々に下山し
た。所要時間は 10 時間半であった。
■日時

10 月 14 日（金）神室山登山

標高 1342ｍ

■行程

宿 6：00……有屋口登山口 6：25……二股 8：20……尾根分岐

10：50……神室山山頂 11：20……山頂出発 11：50……尾根分岐 12：25……二股 13：
55……登山口 15：25……肘折温泉（泊）
今回の山行 では、ｋさ んが直前に
足を痛め、甲に包帯を巻いての参加
となった。昨日は７人を鳥海登山口
に下ろし、ひとり象潟方面の温泉を
楽しんだらしい。風流人だ！

今日

の神室山も 標高差が 950ｍあり楽 で
はない。昨日の疲れもあり、今日は
観光組と登山組に半々に分かれた。
観光組の４名は K さん運転で銀山温
泉、そば街道などの観光に回った。
登山組は朝食のおにぎりを持って登
山口にむかう。朝から快晴である。今日は標高 400ｍ付近からの登山で谷沿いに延々と
樹林帯を行くコースである。木々の緑が標高が上るにつれ色づいてくるのが判る。ぶ
なの黄色、かえでの赤など入り混じって、秋の山路を楽しませてくれた。上ること４
時間で尾根分岐の手前で急に視界が広がる、山はまさに紅葉の盛りであった。思わず
歓声が上がる。尾根の手前の急登をのぼりつめると、神室連山の峰々が一望で出来る。
遠くには長い裾野を持つ鳥海山も望め、神室山頂ももうすぐだ。緩やかな尾根を 30 分
ほど行くと山頂に着く。今日の天候は風もなく、山頂は小春日和であった。30 分ほど
山頂での風景を楽しみ、下山する。

■日時

10 月 15 日（土）雨天につき葉山登山中止

■行程

宿……国道 458 号線……西川インター……寒河江 PA……東北

道……草加
肘折温泉は昔ながらの湯治場の雰囲気が今も残っている。ある温泉宿の玄関先には
源泉の一部が湧き出し、そのまま捨てられており、昨今の水増し温泉とは、温泉の質
が違うようだ。宿に着くと、共同浴場の切符が渡される。下駄を履いてすぐ近くだ。
湯は無色透明でかすかに温泉の香りがする、広い湯船に満々と湯をたたえており、実
に気分が良い。もちろん旅館には内湯があり、こちらのほうは白濁湯であった。宿に
は子連れの若夫婦が一組湯治に来ていた。聞けば近在の方で 3 日くらい逗留とのここ
と、今でもそういう習慣があるのには、日ごろ忙しい我々には驚きだ。
肘折温泉ではこの時期、カメムシが大量発生するらしい。サッシの隙間から進入し
てくるこの虫は、たたけば臭い匂いがするし、結局、泊まり客が箸でつまんで、コッ
プに入れた水で水死させるより方法がなかった。その数 100 匹は取れたと思う。観光
組が先に宿に到着しおり、カメムシバスターの役を担ってくれた、感謝！
今日 15 日は昨日の天気予報で 90％の確率で雨。そんな訳で葉山の登山をあきらめ、昨
晩は宴会でカラオケ三昧となる。
帰路は計画通り葉山の登山口を見て帰ろうということになり、国道 458 号線を南下。
一部砂利道も残る林道で、1 時間以上走っても 2 台くらいの車と出会う程度の寂しい道
であったが、全山紅葉の真っ盛りで、価値あるドライブとなった。
■一言コメント■
【小野寺

英子】

黒姫山 10H に続き、数日後に鳥海山 10H・神室山 9H と膝の痛みも有るのによくぞ登
った…と自分でもびっくり！！鳥海山は以前に行ってる筈なのに、登山口が違うと全
く別の山の感じです。新山頂上の記憶は全く無く、頂上までは新雪を踏んでの山行で
スリル満点でした。又、翌日の神室山も行程が長かったが、素晴らしい紅葉に大・大・
大満足でした。
【黒澤

登美江】

鳥海山憧れの山でした。天候にも恵まれ紅葉の中を登り始めたけど、黒姫山の後で
さすがにきつかった。頂上を目の前に、風と寒さに断念して七高山 2229m に登り下山
した。夏お花畑の中を歩いてみたいと思いましたが、もうムリかも・・・・
大きな素晴らしい山でした。三日目の銀山温泉、そば街道も楽しかったです。私はだ
んだん観光つきの山行になってしまいます。大満足の四日間でした。車を運転して下
さった皆さん、会計、お料理といろいろお世話様でした有難うございました。
【鈴木

里子】

鳥海山は良い山だよ。と聞いたことがありました。それからいつか鳥海山に登って
見たいと思っていました。車窓から見えた山容は裾野が広がっていてカッコ良く見え

た。山に入って見ると外輪山を越え山頂までの登山道は長く、新雪が残る中、横殴り
の風で寒かった。とても奥深い山でした。翌日、銀山温泉に立ち寄りました。風情が
有り良い温泉街でした。美味しい食事を作ってくれた千葉さん、小野寺さん、そして
長い距離を運転して下さった皆様、本当にお世話になりました。
【山崎

正夫】

鳥海山
前回(山の会入会前の 2003〔平成 15〕.7.24)は、大雨の中、当初予定の吹浦口が大
水のため歩くことができず、象潟口に変更して山頂まで歩きました。遠景は見えず、
ずぶぬれの山行となりました。
今回は是非とも山の上から日本海が見えるような天候を期待しました。
期待のとおり、紅葉の素晴らしい景色の中、湯ノ台道を歩くことが出来ました。そ
して、岩だらけの新山、三角点の七高山まで歩くことができました。途中の道々も素
晴らしく充実の山行となりました。
神室山
初めて歩く山。山の会の山口氏が推薦する神室山は、地元では神室連峰縦走コース
としてかなり有名な様子。有屋口からのピストン。ここも紅葉が素晴らしく、また、
行きと帰りでは、日の光の当たり方で紅葉の違う光景を見ることができました。
山頂から、前日歩いた鳥海山を望むことができ、さらに、格好良い火打岳をはじめ
とする神室連峰、その登山道の繋がりを見て、いつかは連峰を縦走したいとも、実際
に歩いたら手強いという両方の気持ちを抱きました。その際は、お世話になるべく 2010
年 10 月に新装なった神室山避難小屋に小屋の中を拝見してきました。
肘折温泉～寒河江の国道４５８号線
肘折温泉から寒河江ＩＣまで、葉山登山口のある国道４５８号線を進む。途中、未
舗装が２カ所あるものの、紅葉が素晴らしい街道でありました。天候が良ければ、葉
山を歩きもっと紅葉を楽しめたはず。次回の要チェック場所。
シェーネスハイム金山
山本さんが選んだ神室山有屋口登山口まで車で１０分の神室ダム近くのホテル。
金山町とＪＲ東日本が共同出資する第３セクターのグリーンバレー神室振興公社が
運営するリゾート施設。温泉施設、キャンプ場、テニスコート、スキー場を併設。金
山杉の美林を自慢する地元だけあって、杉の無垢材をふんだんに使った素晴らしい施
設。それぞれの受け持ち場所で働く地元の人の熱意が築後１７年経った施設の運営や
管理に反映。雰囲気の良いレストラン。生き生きと働くウエイトレスは好感。大宮そ
ごうで修行していたシェフは、埼玉からと聞き、地元料理１品をわざわざ作り、厨房
から出てきてサービスしてくれました。
部屋もベッド室、和室、リビングと広い配置。台所セットには炊飯器、各種食器ま
で備えられていました。お手頃な値段で泊めていただくには勿体ない施設。それでも
最近やっと黒字化したと職員が喜んで教えてくれました。もう一度泊まりたい宿とな
りました。

八ヶ岳・赤岳（登り真教寺尾根、降り県界尾根）
記：長田

一樹

◆山行日：2011 年 10 月 15 日夜～16 日（日曜日）
メンバー：L 長田、山口裕史、三浦（敬称略）
◆コース：
10/15 草加 20：00→美しの森駐車場 23:00 テント泊
10/16

6:00 起床 7:00 出発→8:11 賽の河原→9:05 牛首山→9:25 扇山→11:25 赤岳分岐

→11:45 赤岳頂上→12:05 展望荘 12:30→トラバース道→12:45 県界尾根合流→13:30
大天狗→14:15 小天狗分岐→15:00 スキー場駐車場入り口→15:30 美しの森ファーム→
15:40 展望台→16:00 駐車場
5:00 に起きてはみたがテントのフライを叩く雨音は強いままだ、様子見でウトウトして
6:00 に目が覚めるが未だ雨音は変わらない上に風が強くなって来た気がする。天気予報で
は未明に雨が上るとの事だったのだが前線の通過が遅れたのだろうか？
最悪このまま帰る事も考えて、もう一度天気予報を確認していると雨音が止む、急速に回
復しているようだ！雲が切れ始めている、朝食を取りつつ様子を伺っていると完全に止ん
だようだ、準備をして一時間遅れの 7:00 に駐車場を後にする。
10 時間 30 分のコースタイム、どれだけ短縮できるか？暗くなる前に降りられるか？そう
思うと足が速まる。幸い日帰りの為ザックは軽い、コース的には前半は割りと緩やかなの
でバテ難そうだし賽の河原迄は休みを取らずに一気に行く、途中明るくなってきたので赤
岳方面を見上げるが上部は未だガスの中だ晴れて欲しいと願いながら賽の河原に辿り着き
仰ぎ見るがガスは晴れ無い。樹林帯の中を牛首山目指して登り上げ、頂上で一服したら扇
山へ向かう、冬場は此の辺がテント場になるのかなと扇山頂上近辺で想像してみる。
段々木が低くなり森林限界を超えたようだ、程なく岩稜帯となり鎖が現れる。風が強くな
り寒いかと思い上着を着込んだが風は弱く拍子抜けした。鎖場はルートを考えて登れば鎖
は殆ど必要無い気がしたが雪が付いたら怖そうだ。

左手には天狗尾根、右手には赤岳東稜が見える来年辺りは行けるだろうか？行ってみたい

なと思いながら岩場を詰めると竜頭峰下部に辿り着く、後ろを振り返ると登って来た真教
寺尾根と下降で使う予定の県界尾根が仲良く並んで見える、紅葉は始まったばかりのよう
で黄色の葉が目立つ。
竜頭峰を越えると赤岳への稜線に合流する。此処まで来ると、流石に風が強い、目の前に
阿弥陀岳、左には権現岳が見えて更に奥には南アルプスが見える。目を凝らすとオベリス
クに鋸岳の大ギャップも見えるし金峰山の五丈岩も確認出来る。3 人で山座同定をして写
真を撮ると頂上へと向かう、頂上では北八ヶ岳の山々がハッキリと見えるが北アルプスは
残念ながら雲の中のようだ、それでも富士山はハッキリ見えたし木曾御岳も見えた。
山登りしてなければ、こんなに興奮しないよねと互いに笑いながら話す。
時計を見ると、飛ばした甲斐があり時間に余裕がある為、
「展望荘に行きましょう」との案
に乗り展望荘で昼食にしようと足を向ける。昼食後トラバースをして下降を始める。ザッ
クが軽いから何時もの下降より楽でスピードを上げられるのだが残念なのはトラバースし
ての合流だったので県界尾根の急な所を端折ってしまったのが心残りだ。表妙義の様なス
タンスに乏しい鎖場を降りて大天狗、小天狗を過ぎスキー場駐車場に着く、車道歩きで戻
る最中に美しの森ファームのチーズケーキと展望台のソフトクリームの話題になり寄って
帰る事にする。チーズケーキのお土産を買いソフトクリームを食べて目の前に広がる山の
パノラマを堪能してから駐車場へと戻りました。
八ヶ岳東面は、静かで岩場もあり美濃戸よりもアクセスが良いし色々登りたいコースも在
るのでお気に入りになりそうです。

西 吾 妻 山

(2035m)

(山形県米沢市・福島県猪苗代町)
【日 程】2011(平成 23)年 10 月 23 日(日)～25 日(火)
【天 候】曇

記：山﨑 正夫
登山標高差＝累積高度＝235m

【ﾒﾝﾊﾞｰ】L.山﨑、山口(敏)、下川、会員外１

【コース】
10/23(日) 4:00 草加＝東北道=磐越道=猪苗代磐梯高原 IC＝国道１１５号＝５９号＝7:35
毘沙門沼＝県道２号(西吾妻スカイバレー)号＝白布峠＝8:30 ﾛｰﾌﾟｳｴｲ＋ﾘﾌﾄ３本＝9:55 北
望 台 ～ 10:35 分岐 ～ 大 凹 ～ 11:25 梵 天 岩～ 11:40 天 狗 岩 ･吾 妻 神 社 ～ 11:55 西 吾 妻 小屋 ～
12:10 西吾妻山～12:20 西吾妻山小屋 12:50～14:05 かもしか展望台～14:20 北望台～ﾘﾌ
ﾄ＋ﾛｰﾌﾟｳｴｲ＝15:10 白布峠＝笹野観音堂＝車 45 分＋徒歩 15 分＝大平温泉滝見屋(泊)
10/24(月) 大平温泉＝米沢市＝裏磐梯ユースホステル(泊)
10/25(火) 8:00 裏磐梯＝9:40 金沢峠～雄国沼＝喜多方市＝磐梯河東 IC＝草加
【第１日】東北道を経由し、順調に五色沼に着く。ロープウエイの運転開始に間があるの
で、毘沙門沼に寄る。２泊目のユースホステルを確認。西吾妻スカイバレーに入り、白布
峠着。ロープウエイでは素晴らしい紅葉がよく見えるが、３本のリフトではだんだん霧の
中に入って北望台に到着。樹林帯を歩き始める。分岐を経て、池塘が広がる大凹に至る。
ご ろ ご ろ し た 岩 を 歩 い て い く と 天 狗 岩 ･吾 妻 神 社 に
着く。西吾妻山小屋横の分岐を経て樹林の中の西吾
妻山頂。標識が立つ。展望の良い西大巓に行く計画
であったが、霧の為、展望が期待できないので、こ
こから引き返すことにする。２階建のきれいに管理
されている西吾妻山小屋で食事を摂る。霧の中を来
た道を戻る。ロープウエイの駅まで降りると見晴ら
しは良い。途中、笹野一刀彫と観音堂を見学し、日本酒を仕入れて、落ち葉に苦労しなが
ら狭い一本道を進み、後は真っ暗な中を１５分歩いて大平温泉滝見屋に入宿。素晴らしい
温泉旅館であった。
【第２日】終日米沢市街歩き
【第３日】磐梯山に行く予定であったが、皆が一度は行っており、雲の中で展望が期待で
きないので、雄国沼を散策後、喜多方市街歩きに変更。紅葉の素晴らし道を金沢峠まで進
む。広々とした雄国沼まで降りてゆったりした時を
過ごす。喜多方市内を歩き、最後に新宮地区の熊野
神社に寄る。境内にある長床は初めて見る形で暑い
時期に行ってのんびりしたい秀逸な場所であった。
ここを最後に一路草加に向かう。山行＋街歩きも良
いものだ。

社山

南尾根（地図読み）
記：森

律子

【日程】2011 年 10 月 23 日（日）
【ﾒﾝﾊﾞｰ】L：園木、浅井（ゆ）、大門、箱井、森(敬称略)
【ｺｰｽﾀｲﾑ】8:36 立木観音・9:36 阿世潟・9:56 阿世潟峠・11:20 社山・16:25 渡良瀬渓
谷鉄道間藤駅
【お楽しみ】水沼温泉
先日まで天候が悪い予報でちょっと無理かも・・とちょっぴりあきらめモードでし
たが、リーダーの英断により山行へ、時間の経過とともに天気も良くなり今回も自称
晴れ女の実力発揮（いつまで続くかな）今回は地図読みで登山口より初めて地図とコ
ンパスを使って向かう方向をセットしました。方向音痴の私には「こんなので分かる
のかな～」と半信半疑でいざ山頂へ、阿世潟峠の分岐点でコンパスを確認すると確か
に山頂方向に矢印が自分の感覚の方向と正反対だったので、改めて自分の方向音痴さ
が身にしみました。
社山山頂からは、笹とタケカンバの藪の中で地図と、赤テープとかすかな踏み跡をか
ぎ出し南尾根から下山します。
「キューン」という鹿の声がこだまし、周りの山々の黄
色や赤が水玉模様に見えました。
なだらかな尾根の道なき道を進み
コンパスの方向通りに行歩くと
無理かも？というリーダーの英断で
雨量観測所からは、急な斜面を
つづら折りに下山し、やっとの思いで
沢に下りました。初めての地図読み
に参加しましたが、地図だけに
頼らず、豊富な経験がとても必要だと
感じました。初めて体験した藪の中を歩く山歩きもとても楽しかったです。
山の会の皆さんの包みこむような優しさに今回もいっぱい勇気づけられ、心もいっぱ
い満たされて帰路につきました。さて、次はどんな山と巡り合えるのか・・・とても
楽しみです。
その後、地図読みの楽しさに味をしめた私は、初めて行く場所は必ずコンパスを持参
するようになりました。今までは地下鉄の出口を出た瞬間どっちへ行くべきか、かな
り迷いましたが、コンパス片手に目的地へ迷わず行けることが分かり日常生活におい
てもかなり活用しています。

秋の袈裟丸山

記：小林いつ子

■ 日

程

H23.10.26（水）

■ 場

所

袈裟丸山（弓の手コース）

■ メンバー

L 小林い・山本・杉山・平野・都澤

■ 歩

山本車使用

程

東北道～北関東自動車道桐生、太田下車―折場登山口 8：40 出発
―展望台―12：20 前袈裟丸山―15：40 折場
この数年、私は秋の袈裟丸に行ってみたいと思っ
ていた。かえで・唐松・もみじなどなど、六月の花
シーズンに負けないくらい見事な紅葉が見られる筈
と・・・。
折場の登山口から、鮮やかなモミジを楽しみなが
ら 30 分程で弓の手の開けた尾根に出た。
楽しみにしていた紅葉は笹原の向こうに真っ赤に色
付いたものがポコポコと水玉の様に可愛く、いつも
ながら深呼吸がしたくなる程の雄大な景色だ。
しかし、残念ながら紅葉はここまでで、山頂までは
雑木林の中に時々見える真っ赤なイロハモミジだけが癒してくれた。広葉樹の赤や黄色は
すでに終わり、金色に輝く唐松も見られず残念！
そうなると、つい花咲き乱れる頃のことを思い浮かべ、石楠花や赤やしお・白やしお・山
つつじが如何に素晴らしいかを並び立て、袈裟丸初めての平野さんにはさぞ煩い思いをさ
せたことかと反省！反省！
小丸山の辺りから、熊の気配（糞）にビクビクし背丈ほどの笹薮を掻き分け歩く。左右に
男体山や赤城の山々を眺めながら冷たい空気を吸った。
山頂は木枯らし一番の風が吹きつけ寒かった。風の弱い窪地で温かいうどんを食べ早々
に下山した。途中、武尊の方から小さい雪花が舞ってきた。秋の夕暮れは早いので先を急
いだ。
PM3：40 無事下山。山本さん持参のぜんざいをいただき疲れは吹っ飛びました。
＊ いつ か 今回 のリ ベ ンジ を果 た した いと 思 いま す 。
＊ 今度は 10 月中ごろかな？！
＊ 熊 は 絶対 に い る ので 、 熊 避 け鈴 は 必 須 アイ テ ム
（今回は大声だして熊さんにアピール）

僕は蜂蜜がいいか
な！

常念岳（2857ｍ）・蝶ヶ岳（2664ｍ）縦走
記：三浦藤博
◆山行日：２０１１年１０月２９日（土）～３０日（日）
◆メンバー：L 山口（裕）、山口（敏）、菅野、三浦

（敬称略）

◆コース：12 時間 40 分
①２９日：１０時間（休憩込み）
三 股 駐 車 場 7:55→ 登 山 口 8:05→ 森 林 限 界 11:20→ 前 常 念 岳 12:50→ 常 念 岳 山 頂
14:00→鞍部 15:00→蝶槍 17:05→蝶ヶ岳山頂（三角点）17:15→蝶ヶ岳ヒュッテ 17:55
テント幕営-宴会→就寝 23:00
②３０日：２時間４０分（休憩込み）
5:30 起 床 ・ 蝶 ヶ 岳 ヒ ュ ッ テ 8:00→ ま め う ち 平 9:30→ 登 山 口 10:25→ 三 股 駐 車 場
10:40
【10 月 29 日（土）

晴れ】

天気予報では、３０日（日）は雨。一般ルートの「一ノ沢登山口」から登れば、日
帰りで山頂を往復するのも可能だが、すぐに下山してしまうのは本当に惜しい気がす
る。蝶ヶ岳まで足を伸ばせば、右側に槍ヶ岳・穂高連峰を見ながら稜線歩き。北アル
プス南部の雄大な山並みを存分に楽しめるはず。
悩んだ末に、
「ピストンでは勿体ないので、予定通り常念・蝶ヶ岳の縦走ルートでい
きましょう。」と、山口リーダーの決断で、三股駐車場へと車を走らせる。
豊科ＩＣを降り、安曇野市内を走行していると前方にピラミッド型の「常念岳」が
見えてくる。
「松本付近から仰ぐすべての峰の中で、常念岳の優雅な三角形ほど、見る者に印象
を与えるものはない」とウェストンは言っているが、まさにその通り。
あづみの公園を過ぎたあたりから道幅は狭くなってくるが、駐車場まで舗装され運
転しやすい。まだ、紅葉も残っており、途中、ニホンザルの群れが我々を出迎えてく
れた。
三股駐車場にはトイレ、水場があった。登山ルートには水場がないため、各自背負
えるだけの水を汲み出発する。
駐車場と登山口の間にゲートがあるため、登山口まで林道を約２０分程度歩く。登
山口には、登山者ポストがあり、最後のトイレ、水場もある。登山口すぐの鉄橋を渡
りきると、いきなり急登が始まる。
樹林帯の中をひたすら登って行くと
針葉樹林の尾根に出る。しばらく緩や
かで展望の利く尾根を進むと、森林限
界に出る。森林限界から前常念岳まで
は、急な岩稜の道が続く。そこを一気

蝶ヶ岳への陵線から見た常念岳

に登って行く。ただし、後ろを振り向けば八ヶ岳と南アルプスの間に富士山の雄姿が
見え、感動。
前常念岳山頂（2661ｍ）に到着し、昼食休憩を取っているときに、
「少し厳しいです
が天気のいい今日中に、蝶ヶ岳まで行き、天候が崩れる明日は、下るだけにしましょ
う。」と、山口リーダーの提案で、急きょ常念小屋泊から蝶ヶ岳ヒュッテ泊に予定変更。
前常念岳からは、花崗岩とハイマツが重なる比較的なだらかな尾根を歩く。途中、
常念岳小屋につながる分岐手前あたりから槍ヶ岳の姿がみえてくる。8 月に槍ヶ岳を登
ったものの雨で何も見えなかったため、物凄く感動、感動、感動～！
分岐から常念岳山頂までは、最後の急登。しかし、高度を増すにごとに槍ヶ岳・穂
高連峰が目の前に広がってくるので、急登のつらさも吹き飛ぶ。
常念岳山頂（2857ｍ）は、
岩が重なり合い、小さな
祠と方位盤がある。槍・
穂高連峰をはじめ、北ア
ルプスの山々（鹿島槍ヶ
岳、剱岳、燕岳、大天井
岳）や蝶ヶ岳が見渡せ、
雄大な山並みを存分に楽
しむことができた。時間
が許すのであれば、何時
間でもこの場にいて眺め
ていたい・・・・。
山頂からは、これからたどる蝶ヶ岳への稜線が見渡せる。なだらかに見えていたが、
歩き出すと意外と高低差がある。
行く手には巨岩が重なり合い、その岩塊群を巻いて最低鞍部まで下り、また少し登
り返すといった具合。歩行中に振り返ると、常念岳と槍ヶ岳が絶えず目の中に入って
くる。
潅木帯を過ぎながら小さなピークをいくつか超えると、正面にこんもりとした蝶槍
が見えてくる。
日没が近くなり蝶ヶ岳ヒュッテまで、とにかく先を急ぐ。右側には、夕陽に染まる
穂高連峰の光景が見える。かなりドラマチックだ。蝶槍まで、厳しい登りが続くため
思ったより先に進まない。蝶ヶ岳山頂（2664ｍ）に着いた時には、日が沈み辺りは暗
くなっていた。山頂で三角点は確認できたものの、道標は確認できなかった。
三角点から蝶ヶ岳ヒュッテまでは、ハ
イマツ帯を歩く稜線の道。ヘッドライト
を装備して蝶ヶ岳ヒュッテまで急ぐ。
蝶ヶ岳ヒュッテのテント場は、稜線上
にあるので風が強いと聞いていたが無風
状態。テント場からは、安曇野の夜景が

蝶ヶ岳ヒュッテから安曇野の夜景

きれいに見え感激。１０時間歩いた充実感から乾杯のビールは、すばらしく美味しか
った。翌日の余裕ができたため、２３時まで酒宴を楽しむ。
【10 月 30 日（日）

雨】

翌朝、５時半に起床。日の出の６時頃には、天気予報通り雨がパラパラ落ちてくる。
雲の合間から、一瞬だけ日の出を拝み、虹も見ることができた。
蝶ヶ岳の道標は、テント場から少し登った小高い丘に立っていた。どうもそこが、
蝶 ヶ 岳の 最 高 点 らし い （2677ｍ ）。
そ こ から の 眺 め は、 実 に 素 晴ら し
か っ た。 槍 ・ 穂 高連 峰 の 眺 めは も
ち ろ んの こ と 、 常念 岳 、 焼 岳、 乗
鞍 岳 、御 嶽 山 、 八ヶ 岳 、 南 アル プ
ス 、 富士 山 な ど 、感 動 的 な ３６ ０
度 の 大パ ノ ラ マ が広 が っ て いた 。
残 念 なの は 、 あ いに く の 雨 。天 気
が 好 けれ ば 、 も っと す ば ら しい 景
色を見ることができたに違いな
い・・・・・・・。
蝶ヶ岳ヒュッテから三股駐車場までは、すぐに針葉樹林帯の中に入る。だが、道が
良く手入れされているためか、雨天でも歩きやすかった。また、ところどころに休憩
用のベンチが設けられていた。まめうち平からは、かなり急な尾根道を下りる。途中、
「力水」という水場で美味しい水を飲み、登山口を経て三股駐車場に、無事下山。
下山後は、蝶ヶ岳温泉「ほりでーゆ～四季の郷」で汗を流し、安曇野の蕎麦を食べ
に蕎麦屋に寄るものの、ＮＨＫドラマ「おひさま」の影響もあり満員で入れず。仕方
なく、隣のうどんチェーン店で昼食を取り、帰路へ着く。
今回の山行は、北アルプス南部の記憶を強く留めるものとなった。ただ、蝶ヶ岳に
ついては、天気のいい日に、もう一度、登ってみたい。

奥多摩
山行日
メンバー

金袋山（1325ｍ）

2011 年 10 月 30 日

記：大門

京子

Ｌ張替・松田・前田・芳野・池本・都澤・下川・松井・小野寺・八並・
新庄・大門（12 名）

コース

南越谷 6：27－青梅駅 7：52－奥多摩駅 8：35－東日原バス停 9：03－
登山口 10：00－ミズナラ巨樹 11：30－金袋山頂 12：10／12：30－登山口
13：50－東日原バス停 14：20／14：50 奥多摩駅 15：26－南越谷 17：30

奥多摩の金袋山に行きますという事で集まった。朝、リーダーが山頂迄行かないで、ミズ
ナラの巨樹の周辺を散策すると言われたが、全員の希望で頂上まで行こうと決まり出発し
た。紅葉の季節になり青梅の先は電車もバスもハイカーで満員でした。
バスを降りて各自、軽く朝食をとり出発。日原鍾乳洞の横を通り抜け、その先の道に落石
による陥没の跡があったり、石も転がっていたり、頭上注意です。40 分程で登山口に着く。
登り始めは倒木などで少し荒れていましたが、その後は狭い道幅でも歩きやすく、急斜面
をジグザグに登っていった。尾根道まで来ると片側は手入れされた人口林、反対側は黄色
く色づき始めた自然林で見通しも良く明るい感じの山です。ミズナラの巨樹まで一時間半、
巨樹は数百年？はたっているのかどっしりしていた。幹回り 6.4ｍ、根本保護のため回り
はツリーサークルで立ち入り禁止にされていた。40 分程で頂上に着いた。麓ではまだ早い
紅葉もここは赤く綺麗に染まっていた。
昼食後の下山は周遊コースへ行くと道がなくなるというので、元来た道を戻り早めの帰り
となりました。曇っていましたが、明るくてきれいな山でした。
ありがとうございました。お疲れ様。

箱根・湯坂路
（花の山旅・ススキ）
記：畑野仁美
◆山行日：2011 年 10 月 30 日
◆山行者：L 園木・山崎・千葉・上原・渋谷・新島・兼堀恵・畑野仁美

8名

◆コース：箱根湯本～湯坂登山口～大平台分岐～浅間山～宮の下分岐～宮の下
花の山旅第 5 回
お天気はどうだろう？寒いのか？暑いのか？と最近の天候はわからないので脱ぎ着しやす
いように重ね着をして行く。
箱根湯本駅を出て国道沿いに少し歩くと左に湯坂路の入り口がある。
心配していた天気も良く、湯坂路の最初の登りは思ったより急で額から汗が流れるほど暑
い。
樹林帯の木々はまだあおく、登山道わきの草原にいろんな花が沢山咲いていたのには驚き
でした。リンドウ・トリカブト・シャジン・・・・
行く前はもう枯れススキだろうと思っていたけれど、まだまだ綺麗で日の光で輝いていま
した。
目的の浅間山はなだらかな山頂らしからぬ所、テーブルベンチがあり先着の登山者が空け
てくれました。
今回のメインイベントはなんたって“すき焼き”です！！これ
に釣られて参加しました。
皆さんに材料やお鍋を持ってきてもらい、申し訳ありません。
高級お肉に肉厚シイタケ、トロトロおねぎにシメはうどん！お
腹一杯頂きました～皆さんありがとうございます、綺麗に平ら
げ宮の下まで下山します。
富士屋ホテルが見えて登山電車の線路を渡り少し
下ると宮の下に出る。
そこからすぐの所に「太閤の湯」小さい公衆浴場
へ、湯船だけしかないシンプルなお風呂だけど源
泉かけ流しのアツアツの湯で気持ちいい温泉でし
た。
ゆっくりのんびり美味しい山旅でした。

つづら岩･アルパインクライミング練習（奥多摩）
記：長田

一樹

◆山行日：2011 年 10 月 29 日（土曜日）
メンバー：L 沼田、長田（敬称略）
◆コース：
10/28 6:00 草加→8:20 石川 PA→千足車両置き場 9:20→9:45 綾滝 9:55→10:25 つづら
岩練習開始 10:40→一般ルート(2P)頂上（懸垂下降）11:55→一般ルート取付き 12:30
昼食 13:10→一般ルート(2P)頂上 14:30（懸垂下降）14:45→一般ルート取付き(1P)
15:10→トラバース（クラックフリールート 5.9）TP 支点作成→トラバース(1P 終了点)
懸垂下降→5.9 フリークラックルート取付き 15:50→練習終了 16：30→綾滝 16:45→車
両置き場 17:10→17:30 瀬音の湯 18:20→草加 21:00
目の前に聳える岩を攀じる為に、視線を上げると密度の濃い青空と白っ茶けた岩のコント
ラストが目に痛い、デフォルト問題に揺れるギリシャの海と岩の蒼と白よりは、こっちの
方が 100 倍良いなと脳内麻薬が噴出している頭で考えていた。
前穂高岳北尾根の敗退から、ほぼ一ヶ月。早く岩場に行きたいと思いつつもパートナーが
居なければ登れないしバスハイク等の予定も詰まっていて、ようやくの岩場だ。
何だかんだで此処まで一ヶ月近くが経っている。日帰り程度の荷物で重荷からも遠ざかっ
ていて久々の登攀道具装備の登りで、息が切れていた状態が情けない。
何とかコースタイムの 2/3 位で歩けたので良かったと肩で息をしながら、取付き付近で登
攀準備を整える。今回はアルパインの練習でダブルロープでの確保がメインなので一般ル
ートをしつこく昇り降りする事になる。
装備を整え沼田さんにダブルロープの操作上の注意等をレクチャーしてもらい、沼田さん
リードで練習開始！一般ルートは登り出しが厳しいようだ。一歩目の足場は在るのだがカ
ッチリしたホールドが無い、クライミングシューズのフリクションを借りて立ち込み何と
かクリアしている。その後フォローで自分も登るが最初の 2,3 手が辛かった。
2P 目の出だしは左にトラバースして直上する感じになるが中間部分より少し上が微妙に
ハングしていて登り難い！沼田さんは長い足を利用してハイステップで抜けたようだ。
足が短く股関節が硬い自分としては、どうしようかと悩みながら 2P 目スタート！
直に核心部分に到達。無理をすれば足は上るが体重は掛けられない感じだ無理に掛ければ
股関節の硬さと共に足を伸ばすと体が岩から剥がれるだろう、どうすると自問自答してい
ると膝を付けば良いじゃないかと！膝が滑ったら又考えようと試しに、やってみると上れ
た！！！その後は左に斜上して頂上へ！！
2 本目は自分がリードで登ってみる。人のムーブ(動き･ホールドスタンスの取り方)は参考
にはなるが自分とは体格、リーチ、間接の稼動範囲の違いでムーブが全然違うと再確認し
た。最初の支点を取るまでが一番緊張していたが、登り出すと登る事に集中して緊張して
いる事も忘れてしまっていた。テラスに辿り着き沼田さんをビレイする体勢を整える、何
故か今回ザイルを引き上げるのにわざわざ確保器を通して引き上げていた為時間が掛かっ

てしまった。しかも沼田さんに指摘されるまで気が付いていなかった、思い込みって怖い
と思ったのと考えずに行動する事の怖さを認識した。
フォローの沼田さんが登って来ないのでどうしたのかと思っていたら、松浦さんに言われ
た、登山靴で登っていたようだ。テンションがかかり確保器がロックするが何とか登って
来た。さぁ今度は、自分が核心部をリードで登らなければいけない、手前にて少し休み呼
吸を整えチョークを握り締めてから登り出す。やはりリードは精神的にキツイ、一度通過
している所なのに越えられ無いんではないか？リングボルト掴んで抜けちゃえよ等、心の
中で葛藤するが、覚悟を決めて体を引き上げると足は滑らずに上半身が上に抜ける、後は
手を伸ばしてホールドを掴めば大丈夫！抜けたと同時に顔が綻ぶのが解かった。これがあ
るからクライミングは止められないのかも知れない。頂上迄行き本日 2 回目の長い懸垂下
降で降りて、最初の 1P を再びリードで登ってフォローの沼田さんを確保し、そのまま右
手にトラバースしてもらい 5.9 フリールートにトップロープを張ってもらう、下に降りて
からクラック沿いを登ってみると割と簡単に登れてしまい拍子抜けした。陽がかなり傾い
てきたのに気が付き、懸垂下降の準備をして下降後装備を片付けて下山開始。ヘッドライ
トを用意して小走りで降りると途中休憩も入れて 45 分ほどで降りられた。車に乗り込む
と心地良い疲労感を感じながら汗だくの体を癒すため瀬音の湯に向かいました。

葛 老 山
記
◇山

行

◇メンバー

日

加藤紀久代

平成２３年１１月３日（木・文化の日）
L

園木・松田・下川・山本・山崎・樋口・杉山・八並・新庄・平野・渋谷
西方・大門・加藤

ややうす曇の灰色の空の下、６：５０春日部発の快速列車に乗り、日光の山を目指し
ました。鬼怒川あたりから、車窓には遠くの山々に紅葉が見え始めました。駅に降り立つ
と、秋色に染まった山々が目の前に迫っていました。駅は道の駅と隣接しており、リーダ
ー園木さんは、メンバーを思い、重いトマトをさらに買い足してくれました。
駅のすぐ裏手から快適な登りが始まりました。登山道には、河童の木製の七福神が頂
上まであちこちに並びがみんなの心をなごませます。そして、雑木林の紅葉が真っ盛り
の中、楽しく、ゆったりと登って行きました。中腹の東屋では、もみじの真っ赤な紅葉
に見とれ、柿や梨など、秋の味覚も堪能させていただきました。
１時間４０分ほどかけて、頂上に着きました。残念ながら、やや肌寒く少し雨も落ち
てきましたが、みんなのパワーで雨雲も吹き飛ばし、真っ赤なトマトのスープ作りが始
まりました。リーダー園木さんとそれを助ける女性会員の手際のよい調理で、あっとい
う間に、熱々のおいしいトマトスープが出来上がり、空腹を満たすと共に、心も体もほ
っかほかに温まりました。そして、樋口さんの白ワインとチーズもスープによく合って、
最高のおいしさでした。
新人の加藤は、頂上でこんなにゆったりと、温かいものを食べるという山行は初めて
の経験で山登りのまた違う楽しみ方を教えていただいた気がしました。
下山時は、秋のやさしい日差しが差し込む中を、こんなに歩きやすくていいのだろう
か？と思うほど整備された道を調子よく下りました。あまりに楽な道なので、わざわざ
藪こぎルートを下る下川さんや山崎さんもぐんぐん高度をかせぎながら下りていきま
した。そして、１時間３０分もかからないうちに駅まで下りてきました。
駅では温泉も併設されており、みんなで温泉に入り、暖まった後はビールや栗ソフト
を楽しみました。秋の一日、ほんとに心も体もゆったりとほっこりとする山行でした。
標高は低い山でしたが、木々の間から、五十里湖や八汐湖などが臨まれ、眺望のよい登
りやすい山でした。
リーダーの園木さん、トマトスープの材料や器具の準備、ありがとうございました。
そして、参加者のみなさん、秋の味覚やおいしい漬物などご馳走様でした。今度はカッ
プも必ず持参します。

蕨山 （1033m）
記：畑野仁美
◆山行日：2011 年 11 月 5 日（土）
◆山行者：L 小林いつ子・森

律子・畑野仁美

3名

◆コース：名郷～尾根上 9:40～蕨山 11:10～藤棚山～大ヨケノ頭～金毘羅山
～さわらびの湯 14:20
計画していた金峰山が中止になったが、すぐに
いつ子さんから日帰りでとの連絡が入り即決まり。
今年はまだ紅葉を見ていなかったので楽しみだ。
バスを降り、周りの山を眺めると点々と赤く色づ
いている。
少し林道を歩き登山道へ、いきなり急登が続く 1
時間くらいで稜線に出る。
蕨山までも 1 時間ほど狭い稜線の急坂をいくつか
越えていく、ちょっとした岩場もあり辛いけれど
面白い。足もとばかり見て歩いているので時々見
上げたり、振り返ったりして紅葉を見つけては 3
人で大はしゃぎする。
蕨山のちょっと手前で荷物を置いて三角点のある山頂（1044m）に行ってみる。
ここが蕨山最高点だが見晴らしがないので、展望のきく所が山頂になったらしい。
下山は最初ほんの少し急な所があるけれど、あとは歩きやすいなだらかな道になる。
藤棚山辺りから大ヨケノ頭辺りまで杉の木に替わりモミジや桜などの落葉樹の苗木が沢山
植えられていた。何年後かには紅葉のトンネルになるかも？
下山口近くで「近道」の看板があり、お兄さんが出てきたので通らせてもらう。北海道か
ら移住して今開拓中とのことでした。おいしいリンゴを頂きました。
さわらびの湯の周りは“十月桜”が満開で、紅葉と桜を
同時に見られ温泉にも入り夕食は美味しい煮魚定食と大
満足の山行でした。
いつ子さんありがとうございました。
森さんいろんな山を一緒に楽しみましょう。

浅間山(前掛山) (2568m･2524m)
(長野県軽井沢町･御代田町･小諸市･群馬県嬬恋村)
【日 程】2011(平成 23).11.08(火)～09(水)
【天 候】晴

記：山﨑 正夫

登山標高差＝累積高度＝1136m

【ﾒﾝﾊﾞｰ】L.山﨑、下川

【コース】
11/8

14:15 草加＝17:00 天狗温泉･浅間山荘(泊)

11/9

6:30 浅間山荘～7:13 不動滝～8:04 カモシカ平～8:17 火山館～8:27 湯ノ平

～ 8:42 Ｊ バ ン ド分 岐 ～ 9:52 山 頂 分 岐～ 10:21 前 掛 山 ～ 11:04 分 岐 11:21～ 12:49
火山館～14:15 浅間山荘＝15:20 小諸市･懐古園 16:00＝19:30 草加
【経費】ｶﾞｿﾘﾝ 4,522 円/2 人、宿泊 9,600 円、懐古園 300 円、合計 12,161 円
この他に高速道路代等あり
浅井祐子さんリーダーの雪の黒斑山行(平成２２年４月１７日)、湯ノ平･前掛山の素晴ら
しい景色を望み、いつか行ってみたいと思う。
浅間山の火山活動については、この２日前の１５日に気象庁地震火山部が警戒レベルを
２から１へ引下げと発表、これを受けて小諸市が１７日に火口から５００ｍの前掛山まで
の登山を可能とする規制緩和を実施。
今回は、出発日の午前中の用事のため、
平日の午後出発、麓で宿泊という贅沢山
行。高速道路も空いていて順調に浅間山
荘に到着。雰囲気は良い。早速日本一赤
いという単純鉄冷鉱泉にゆっくりと浸る。
宿泊はやはり浅間山に登るという愛知県
の７２歳の男性と３人だけ。車で東北の
山々を巡ってきて、明日愛知に帰るとい
う話を聞き、その元気さに驚きながら夕
食。おにぎりを受け取る。星と小諸
の街の光がきれい。
朝、部屋でおにぎりを１個食し出発、
すぐに鳥居ある登山口。林道の緩やか
な上り坂。一ノ鳥居に着く。次の二ノ
鳥居へ直接向かうルートと、不動滝を
経て二ノ鳥居へ向かうルートの分岐点。
不動ノ滝へ向かう。途中、山荘まで届
いた日用品を受取りに行く火山館長に
合う。ふと林の中の岩の上を見るとカ

モシカが２頭いる。こちらに気が付いても
逃げない。何枚か写真を撮り、さらに、声
を掛けるとこちらをじっと見ている。ちょ
っと先に進むと、カモシカ平の標識があり、
カモシカが姿を見せると書いてある。気分
良く先を進むと、火山館に到着。小諸市立
の施設で、火山関係の研究者や学生の為の
施設で、登山者の無料休憩所・展示室を兼
ね、半地下室はシェルターとなっている。
２ 連 の 鳥 居 と 社 (ﾔｼﾛ)の 浅 間 神 社 を 過 ぎ る
と、まもなく湯ノ平に到着。ここはトーミ
の頭への分岐。火口から２ｋｍの標識。警戒レベル３の時は、ここまで噴石が飛んでくる
ことを想定。ようやく樹林帯を抜け見晴らしが良くなる。西側に浅間山第１外輪山の黒斑
山や蛇骨岳･仙人岳･鋸岳のごつごつした岩山がくっきり見える。賽の河原・Ｊバンド分岐
に達し、火口から１．５ｋｍの標識。何度も「火山と風向きの状況に注意し、自己責任で
登山をし、下山は必ず小諸口へ」との注意が標される。徐々に標高を上げると、Ｊバンド･
バカ尾根越しに嬬恋村が見えてくる。ここから浅間山に向かってごろごろした石の坂を行
く。何度か折り返し、浅間山と前掛山の分岐に到着。浅間山方面は標識とロープで立入禁
止。ここから第２外輪山の前掛山へ向かう。鉄とコンクリートの２連のシェルターが立つ。
眺めの良い稜線を２０分、前掛山頂に達する。標識には「浅間山(前掛山

2524m )」と記

されている。浅間山を見ると、５人のパーティが軽井沢口から登ってきている。また、前
掛山分岐からも２人が向かっているのが見える。分岐からは道は解らなかったが、前掛山
から見ると道は見える。分岐まで戻り、散策し、食事を摂る。
Ｊバンドまで行ってみようかと話しながら
下る。こちらより標高の低いＪバンドではこ
れ以上の眺望は得られないということで、直
接下ることにする。火山館に寄る。朝すれ違
った館長一人がゆったりとテレビでオペラ鑑
賞。お話をし、展示を見る。更に下り、二の
鳥居から今度は直接一の鳥居に向かうルート
を取る。浅間山荘に着く。７時間４５分のゆ
っくりした気持ちの良い歩きであった。
帰路、島崎藤村の詩「小諸なる古城のほと
り

雲白く遊子悲しむ」の懐古園に寄る。小諸駅から直接入れる場所にあることに驚く。

来てみて、懐古園の元となる小諸城が、城下町より低い珍しい穴城で、浅間山の火山灰で
出来ている谷と丘を利用して造られ、外堀の代わりに水を用いず、今にも千曲川に崩れて
いくであろうと思われるほどの断崖を利用して堅固な要塞としているのがよく解る。藤村
縁の小諸義塾記念館を見て、一路草加に向かう。

記：樋口淳一
★日程

平成２３年 11 月 12 日（土）

★参加者

L.浅井ゆ、樋口、森、鈴木宮、大門、西方、小野寺、

★コースタイム

草加 5:30 = 上日川峠 P8:50 出 - 福ちゃん荘 9:15 - 雷岩 10:15 - 大菩

薩嶺往復 10:30- 親不知の頭(昼食)11:15-45 - 大菩薩峠 12:00 - 石丸峠 12-40 - 上日川
峠 P14:00
相模湖から先はガス、上日川峠では晴れ間がでて富士山が綺麗に見えたが、唐松尾根の後
半から熊沢山から小金沢連嶺、奥多摩方面は暗雲が立ち込め雷鳴が響きわたる。
南アルプス方面は北岳、甲斐駒など素晴しい眺望だった。

さすがに人気の大菩薩は雷岩、稜線、
2000ｍ地点、妙見ノ頭、親知ノ頭、介山荘付近と登山者の数の多さに驚きました。石丸峠
のカヤトは開放感一杯で何時来ても癒されます。十年続いた正月の介山荘泊山行も今年は
行けなかったので小屋の二代目と三代目のご夫婦に挨拶し、来年正月の再訪を誓って後に
した。
浅井リーダーおよび参加者の皆様、有難う御座いました。
なお、草加では韓国料理店の「太鼓判」で打上げを行い帰宅しました。

本

１００名山紀行

白

根

山
記

山口

敏雄

★日時・・・・２０１１年１１月１２日（土）
★ メンバー・・山口

敏雄

★ コース（コース・山頂周回コース

計３時間１０分）

13:10 山頂駐車場～13:15 弓池～13:30 逢ノ峰（四阿・昼食）～スキー場～14:30 ロープ
ウエイ山頂駅～14:22 中央火口（線状構造土）～14:42 最高地点（2150M）～15:05 展望所
～15:20 鏡池分岐～15:24 鏡池（亀甲模様の構造土）～15:44 本白根山分岐～16:00 ロープ
ウエイ山頂駅～16:15 弓池 16:20 山頂駐車場着
当初、山崎氏との山行予定であったが急遽単独山行となった。
８時３０分の遅い出発であり関越自動車道の高坂～寄居間の渋滞と、渋川からの１４５
号線は追い越し禁止区間が続き、おまけにシルバーマークの先頭車の４０キロ走行に妨げ
られ、到着予定時間は延びる一方・・・・・。しびれを切らし、吾妻渓谷手前で左折し新
道に入るとすぐに新トンネルで対向車も無く少々不安になったが、八場（ヤンバ）ダム建
設予定地に架けられた高架橋に着き、紅葉の絶景を堪能しばし。
長野原から草津温泉を通り白根山頂駐車場に１３時着。山頂付近の紅葉は終っているが、
駐車場は湯釜見物の車で満車に近い状況で最奥の避難小屋の先に駐車。
湯釜見物には従来の山道は閉鎖されており、左の白根山の肩へ舗装道路が延びている。
急いで靴を履き替えて、弓池から逢ノ辻へと木製階段を登り山頂の四阿で遅い昼食。向
かいの白根山方面は観光客で一杯だが、こちらは静かでのんびりとしたひと時。
逢ノ辻からスキー場の縁をたどるとすぐに白根火山ロープウエイ山頂駅手前の本白根ス
キー場分岐で、山頂週回路右回りコースに入る。すぐに歩きやすい木道で、いたるところ
に植物の案内板がある。トウヒ・コメツガ・シラビソの３種の木が混生している場所でじ
っくり観察を楽しみ進むことしばし。登山開始後初めて一人の登山者と会い挨拶を交わし
ながら進むとすぐに、深田久弥が古代ローマの円形劇場と形容した中央火口で、登山道は
反対側の岩山（展望所）方面へ続いている。少しガスがかかってきて幻想的な光景である。
火口底には霜柱の作用で小石が線状に並んだ「構造土」が見えた。
火口を半周しコマクサの群生地の木道を過ぎ、本白根山最高所への稜線はハイマツ帯で
展望抜群の実に気持ちの良い尾根道である。途中ハイマツの実をついばむ数羽のホシガラ
スが飛びかうなか、じきに最高地点２１５０Ｍに到達するも期待していた西北方面の志賀
高原の横手山はガスの中で確認できず。
三角点のある本白根山山頂には入れないので小休止の後展望所分岐へ引き返し、ひと登
りで中央火口の本白根山展望所に着き、二人連れのヤマガールと記念写真の撮りっこをし
て休憩。浅間山は雲の中であるが、外輪山の黒斑山から水ノ塔・篭ノ登山、さらに湯の丸・
烏帽子岳まで見える大パノラマを満喫して鏡池に向う。
鏡池は水が浅く湖底が透きとおって見え、湖底の石が亀の甲羅のような形の連続形に並

ぶ非常に珍しい構造土が出来ている。まったく人の気配の無い山上の湖水には周囲のダケ
カンバの木々の揺らめきが映り、こころゆくまで神秘的な静寂を楽しむことが出来た。
鏡池を過ぎて殺生川原方面方面への分岐を左折し、気持ちの良いダケカンバの林を進み
白根火山ロープウェイ山頂駅に着き、舗装道路を歩くこと２０分で駐車場に到着。
当初の計画では、本白根山周回をした後芳ヶ平往復の予定であったが、出発時間の遅れ
と道路事情により駐車場到着時間が遅れたことにより、次回への持ち越しとなった。
なにはともあれ、出会った登山者は５人のみの静かな山であり、懸案の円形劇場の火口
原と鏡池の亀甲模様の構造土を確認することが出来て充実した山行であった。

てくてく街道歩き第 5 回（藤野駅～鳥沢駅

18,6 ㎞ ）

参加者：L 石井(美)、和田、鏑木、阿部、池本、鈴木(廣)、黒沢、小林(陽)、千葉、鈴木(里)
大木、上原、畑野、平野、中島、田村、木原、大門、大畑、杉山、渋谷、石井(文）
計 22 名
11 月１３日（日）天気：晴れ

歩いた時間６時間４０分(休憩含む)

南越谷 5：51＝＝西国分寺 6：32～45＝＝高尾 7：09～11＝＝藤野駅 7：24
藤野 8：00～諏訪神社 9：00～塚場一里塚跡～上野原宿～鶴川宿～大椚一里塚跡～
談合坂サービスエリア昼食 11：40－12：15～座頭転がし～犬目宿～恋塚一里塚～
鳥沢駅 14：36～54＝＝西国分寺 15：59～16：05＝＝南越谷 16：50
第４回の街道歩きは高尾から藤野までで小仏峠越
えがあったので、登山装備でしたが、今回は、軽装
で歩

きました。

藤野駅では、
「陣場山トレイルランニング大会」の
参加者がたくさんいて身支度を整えるに３０分ぐら
いかかり８時出発、天気晴れ、旧街道を探しながら
歩きだしました。

上野原宿で、名物の一個 70 円

の酒饅頭を買って鶴川の渡し場跡でたべました。の
んびりあるきなので一時間で 2 ㎞しか進みませんでした。見学するところがあまりなくて
鶴川宿、大椚一里塚跡を過ぎ中央高速道路を４回ほど横断しながら談合坂下りサービスエ
リアに午前 11：40 到着し 30 分の昼食休憩としました。だんだん気温が高くなって体感で
は、夏の蒸し暑い中を歩いているようでした。時々富士山の真っ白い頭をみてなごみまし
た。
「 座頭転がし」とよばれていた狭く曲がった道や高低差のある道を歩き君恋温泉を過ぎ、
今回の一番の目的「恋塚一里塚２１里」に到着、東海道畑宿にあった一里塚と同じくらい
立派で感激しました。江戸時代に造った旧甲州街道の石畳を歩き、本道にでたら富士山が
くっきり見えるはずでしたが、雲にかくれて見えず、暑さと闘いながら歩きました。
今回は、いろいろな人に声をかけられましたが、わざわざ車を寄せてきて、
「どこからど
こまで行くのか」と聞く人がいたりよくこえを
かけられて驚きました。予定より 1 時間早く午
後 2：36 鳥沢駅に到着。11 月中旬なのに蒸し暑
く喉が乾いて水分補給がかかせない街道歩きに
なりました。次回は、第６回２月１２日(日)鳥
沢 か ら 笹 子 ま で １ ８ ,８ ㎞

猿橋や本陣星野家

などみどころがたくさんありそうです。

記：

石井文子
恋塚一里塚

笊ヶ岳 急登・急登・また急登（2,629m）
記：山口裕史
◆山行日：２０１１年１１月１２日～１３日
◆メンバー：L 山口（裕）、園木、三浦、長田 （敬称略）
◆コース： 2 日総計 17 時間 40 分
1 日目：9 時間 35 分
老平 6:20→登山道入口 7:08→8:20 広河原 8:55→山の神 9:55→桧横手山 13:10→15:55 布引
山（テント泊）20:00 就寝
2 日目：8 時間 5 分
4:40 起床 6:15 布引山→7:15 笊ヶ岳 7:45→8:35 布引山(テント撤収)9:10→桧横手山 10:15→
山の神 12:00→12:30 広河原 12:45→登山道入口 13:50→老平 14:20
昨年の悪沢岳～赤石岳周遊時に千枚岳から見えた猫の耳のような双耳峰が気になった
笊ヶ岳。調べてみると標高差 2100m、頂上付近での水の補給がないなど厳しい条件が
重なっており、いつか登ってみたい憧れの山でした。先月の三俣～常念岳が標高差
1600m 程度。下から水を担いで 1 日で蝶ヶ岳まで歩けたのでこれは今行くしかないだ
ろうと意気込んで笊ヶ岳を計画しました。
広河原も何とか靴を脱がず渡れ、水を 1 人 3 ㍑以上追加で担ぎいよいよ本番の始まり。
危険な場所はないものの、とにかく展望がない樹林帯の中をひたすら登る。まだ葉が
落ちているため枝越しに稜線が見えたのが救いか。布引山のザレ場に到着するまで唯
一 1 ヶ所富士山が見える場所は一休みにはちょうど良い。
長い急登に足が止まりがちだ
が苦闘の末、ようやくザレ場
へ到着し開けた展望は聖岳、
広河内岳など南ア南部の素晴
らしい景色で来てよかった。
布引山の山頂のテン場は樹林
に囲まれているので風の心配
もなく、思いのほか暖かい夜
を過ごせた。ちょうどテン場
の前の樹林が本当に一部開け
ていて富士山が見えるのは嬉
しい。酒と水は十分にあるの
でテント内は楽しい。
翌日、軽身で笊ヶ岳へと登っ
た。鞍部まで結構なくだり、
鞍部から急登が待っていたが

1 時間で頂に達した。山頂からの展望は、南アの名峰聖岳、赤石岳、悪沢岳が稜線を連
ねて見え、北アの蝶ヶ岳から見る名峰槍ヶ岳、穂高岳と甲乙つけがたい。
北には今年登った白峰三山の稜線が見え、数年前に登った鳳凰三山のオベリスクも視
認できる。また、小笊の上にたたずむ富士の景色も他ではなかなか見れないし、富士
の右手には海面が輝き駿河湾がはっきりと認識できる。わずか 30 分であるが標高差
2100m を登ってきた甲斐があったというものだ。園木さん念願の山だけあり、厳しい
からこそ喜びの振り幅が大きい山だった。園木さんがよく口にする池口岳、毛猛岳も
気になってくる。
再びこの場所を訪れるのはいつになるか分からないが、次回はダイアモンド富士の見
える 10 月 10 日前後にもう一度チャレンジしてみたい。

妙義山 （中間道＆石門巡り）
★2011 年 11 月 15 日

火曜日

記

新庄

八重

★L 小宮、山本、下川、千葉、大畑、関口(美)、鈴木(里)、小林(陽)、新庄
★松原団地 5:50⇒関越・上信越道⇒道の駅みょうぎ 8:15/8:50…中間道入口 9:00…第 1 見
あずまや

晴 9:20…第 2 見晴 9:45…四阿 10:40…昼 11:00/11:25…大砲岩 12:00/12:20…第 4 石門
12:30/12:40…石門入口 13:25
上里での休憩タイムを利用して山行計画の最終確認をする。当初は道の駅 P を基点に周
回する予定だったが、車 2 台のメリットを活かすため妙義紅葉ライン途中の金鶏橋に車 1
台をデポする事に決定。
早朝の道の駅、目の前に聳える白雲山を眺めるが紅葉はいまひとつ。見頃との紅葉情報に
期待を寄せていたので出鼻を挫かれる。物産センターは 8：30 分の開店に合わせて準備中
だ。小宮さんと山本さんが出発した後、私たちが下山するまでに人気の下仁田ネギが売れ
切れると困るので、残った 7 人は早速品物を物色し始めた。着いて早々買い物ができるな
んて嬉しくなっちゃう。 地元の新鮮な野菜を手に入れ小宮さんたちを待つがなかなか戻っ
てこない。金鶏橋はここから 2～3 キロのはず、小さい橋なので通り過ぎたのかも等と話
していたら 30 分位経って戻ってきた。中之岳神社に駐車してきた由、納得。
大鳥居を潜り中間道の入口から山道になり第 1、第 2 見晴からの眺めはそこそこよいが、
木々の色付きが鈍い。途中出会った方にこの先の紅葉状況を聞いてみたが、どなたも良く
ないと言う。気候が温暖な為か台風で葉が擦れて、色付く前に落ちてしまったのか。
それでも四阿迄くると晴れ間も広がり、白雲山の岩肌に映えるモミジが見えた。徐々に妙
義らしさも感じられるようになって、長い鉄の階段を上って行くと茨城から来た 20 名ほ
どの集団に出くわす。よりによってこんな狭い所で交差するはめになるとは…。
いよいよ大砲岩の分岐、何箇所か鎖場を越えると「天狗のひょうてい」
「大砲岩」
「胎内巡
り」の岩に出る。切り立った岩の上に立ち周囲を見回すと奇岩や石門が林立している。ま
るで中国の山水画を彷彿させる凄い眺めに圧倒される。適度なスリルも味わった次は第 4
石門。広場から石門を振返るとアーチの奥には、大砲岩が収まっている！自然が造りだし
た見事な景観は必見の価値がある。素晴らしさが続くと次もと期待が膨らむ。第 3 石門の
基部まで行き反対側を覗くと崩れて通行止めになっていた。石門巡りのハイライト第 2 石
門は名前の付いた鎖場が次々と出現。「片手さがり」「つるべさがり」を登り石門基部の狭
い岩を通り抜け直ぐに「たてばり」
「カニ
の横ばい」の鎖が続く。皆さん慎重にク
リアしてほっと一息、最後は第 1 石門の
大きなアーチを潜り無事終了となった。
終わってみると何とも呆気なく感じた
が、随所で岩や紅葉が織りなす景色に感
動！アクセスがよく道の駅、温泉、美術
館、展望広場があり見所も多く、山に限
らず楽しめるスポットだと思った。

第 4 石門と大砲岩

雲 取 山
■日

程

記：平野祥子

2011.11.17～18

■メンバー Ｌ小林(い)、黒澤、小野寺、平野
■コース

(17 日) 南越谷 5:51＝奥多摩 8:02 着＝タクシー＝小袖乗越 8:45--堂所

10:55—-七ツ石小屋 11:40～12:00--七ツ石山 12:30—-奥多摩小屋—-雲取山荘 15:10 着
(18 日 ) 雲 取 山 荘 発 6:40—-芋 ノ 木 ド ッ ケ 8:10—-白 岩 山 --お 清 平 10:15--地 蔵 峠 -妙法ヶ岳 12:10---三峰神社 13:10＝(バス)＝西武秩父駅
いつ子さんから雲取山のおさそいがあった。「きつい山だよ！」とか、「泊まらない
と行けないよ～」とか聞いていたけれど、行ってみたい山だったので今がチャンスと
出かけた。少し天気も心配したけど 2 日間おおいに楽しんできた。
小袖乗越から歩き始める。朝日に照らされた紅葉の中、緩やかな山道を 2 時間程の
んびりと進む。七ツ石小屋への分岐から小屋に立ち寄り、見晴らしのいい所で昼食を
とって水を貰う。七ツ石山山頂からは眼下に広い登山道が見えて、めざす雲取山をは
るか先に見ることができる。七ツ石山からブナ坂に一気に下りると登山道は防火帯の
広々とした道がヘリポートまで続いて富士
山と南アルプスを眺めながら心地いいある
きだった。楽な道がずーっと続いたので小
雲取山から雲取山頂避難小屋までの 30 分
の急登はすごく辛かったけれど、雲取山頂
避難小屋に着いたときは疲れも吹っ飛ぶほ
どうれしい眺望でした。小屋の裏から少し
行くと雲取山山頂。みんなで記念写真を。
雲取山荘は大きくて立派で、部屋もきれ
いで中央にこたつが用意されていた。夕飯
まで時間があったのでこたつを囲んでおしゃべりに花が咲く。
2 日目はゆっくり出発と思っていたけれども山荘の方は早く片づけを終えたいよ
うで早めの朝食を済ませて 6 時 40 分に出発した。大ダワを過ぎたころ、登山道を塞ぐ
ように鹿の親子がいて皆で固まってしまった！！鹿も私たちも如何したものかとちょ
っと様子を見合ったが行ってくれたので良かった。こんなに近くでのご対面は嬉しか
った。下山は白石山と前小石山とアップダウンはあったが、さほど気にならずに降り
てくることができた。一ヶ所だけ急な下りがあって「三峰からのコースでなくてよか
った！」と皆で頷いた。
バスを 1 本遅らせて、妙法ヶ岳の奥宮に行く。10 年くらい前
に霧藻ヶ峰と奥宮に行ったことがあるのに随分忘れていた。奥
宮へはなかなかスリルがあり足場に注意しながらの奥宮の道。
ぜひ機会があったら出かけてみてほしい所です。この度の雲取
山山行は、お天気良し、季節良し、ロケーション良し、仲間好
し、楽しい山行でした。また行きたい山となりました。

二子山
※平成 23 年 11 月 22 日

火曜日

1166ｍ
記

千葉

かつ子

※L 新庄、小宮、下川、山本、阿部、大畑、千葉
※松原団地 5:30⇒関越花園 IC・R140・R299⇒坂本登山口 7:55/8:05…股峠 9:10/9:20
…西岳中央峰 10:00/10:15…西峰 10:45…魚尾道峠 11:30/11:50…西岳登山口 12:30
以前、両神山に登った時「行ってみたい」と思っていたのに、中々登る機会がなく今
回やっと実行できました。リーダーがネットで調べたら危険な箇所があって細引きが
必要との事、心配しながらの二子山でしたが…。
春はニリンソウ秋は紅葉がよいらしい、紅葉は少し遅かったがそれでも真っ赤に色付
いたモミジは大変綺麗で「今年最後の紅葉か」と一言漏らした人がいましたが、その
通りでした。今日はロッククライミングのゲレンデも見渡せる岩の痩せ尾根を超え、
魚尾道(よのうみち)峠に下る計画です。最初は倒木など荒れた沢沿いを進みローソク岩分
岐、股峠目指します。落葉で登山道が隠れ、判り難く迷い道の多い所もありましたが、
ゆっくりとテープを探しながら登りました。
股峠は東岳と西岳の分岐になっており東岳は上級者のみとの事、私たちは西岳を目
指すことにしました。つづら折の急な登りが暫く続くと、その後は西岳北面の裾を巻
くように進みました。やがて急な岩場に取り付き、両手を使って一気に登ると稜線に
出ました。石灰岩の岩は雨や風で削り取られ鋭く尖っていて、ナイフの刃のような岩
が多くしっかり掴まることが出来きるので、足場さえきちんとすればどんな所も大丈
夫でした。緊張感もあるし岩は冷たく手もとっても冷たかったのですが、目の前に開
ける両神山や群馬県境の山々を全部見ることが出来たので、手の冷たさも忘れるくら
いでした。山の名前は忘れることも多く、御荷鉾山や武甲山などでしたか？
両側が切れ落ちている稜線歩きは、時には足がすくみ下を覗き込む余裕すらありませ
んでしたが、快晴で風もない一日でそれぞれに楽しんでいる様子でした。
最後の鎖場もなんなく終えると、今度は檜の植林帯に変わり 20 分ほどで伐採された
明るい尾根道になりました。ここで振り返ると今歩いてきた西岳が手に取るように見
えて暫くの間、山を眺めながらお昼となりま
した。陽の当たる坂でのお昼は最高に美味し
く参加してよかったと思いました。
登山口までは落葉で埋もれた中をカサカサ
と音を立てながら林の中を歩きました。特に
下川さんは道を離れ、落葉の斜面をスルスル
と足早に自在に下る姿はとっても楽しそうで
二子山・西岳山

した。藪大好きな本領発揮です。平日山行の
せいか先に一人で歩く方の姿を目で追ったり、

後ろからは若い二人のみで静かな山行でした。

花の山旅（柚子）＆地図読み山行
関八州見晴台
日時

2011 年 11 月 27 日

メンバ－Ｌ.園木、小野寺、兼堀恵美子、兼堀善和、中島、畑野、関口、大畑、尾崎
八並、新島、森、大門
コ－ス

・記

園木

西武西吾野駅（8：45）～高山不動尊（10：25）～関八州見晴台（11：10）

～柚子うどんのおたか（16：00）～東武東毛呂駅
関東八州とは江戸時代の関東 8 か国の総称。相模(さがみ)・武蔵(むさし)・安房(あ
わ)・上総(かずさ)・下総(しもうさ)・常陸(ひたち)・上野(こうずけ)・下野(しもつ
け)の 8 か国。さて全部の国が見えるかは別として山頂はすこぶる展望がよい。
私たちはどの位の山が見えるかの方が興味がある。今日は丹沢、奥多摩、秩父、西
上州、浅間、谷川、赤城などが見えたが町並みはもやっていてスカイツリ－、さいた
ま新都心などは見えなかった。
西武線の西吾野駅から高山不動尊へここから紅葉した気持ちのいい尾根を関八州見
晴台へ。どこから登ってきたのか大勢の登山者。われわれも一角に場所を確保昼食に
する。十分に展望を堪能した後、柚子うどん目当てにおたかに向かう。途中地図読み
の勉強をかねて難しい尾根を行く。途中右往左往、挙句に最後は道がなくなり急な杉
林を下り林道へ降り立つが里山の地図読みは難しい。後は民家により道を確認、桂木
峠を越えおたかに到着。
柚子豆腐、柚子うどんに舌鼓、おいしかったので写真を撮るのも忘れてしまった。

下

武甲山と両神山

右

関八州見晴台

右下山頂へ向かう紅葉の尾根

山行紀行

～秋～

▲ 9.10 - 11 北ア 燕岳

記：浅井祐子
L.祐子、昭光、祐子の妹家族 3 人

中学 3 年の姪は妙義の岩場が面白かったのか、山に興味を持ち始めたらしい。伯母
さんとしてはこの上ない幸せ!! それならば北アルプスへ連れて行ったる～とあいなり、
夏の終わりに燕岳へ。お馴染みの合戦尾根を登り北アルプスの大パノラマを満喫する。
「この景色、人生観変わるね」と妹がポツリ言う。今迄低山しか登ったことが無かっ
たからこの眺めはさぞや心に残ったことだろう。15 歳の姪にもこの景色を見せてあげ
られる事を幸せに思う。
翌日、蛙岩まで散策に向かい槍ヶ岳が近くなると、義弟は「来年は縦走したい…」
などとねだる始末。山の会への入会を勧めているのだが、住まいが岩槻なのでちょい
難しいかな…? ゲスト参加を期待しよう。
▲ 9.24. 大菩薩峠

L.祐子、昭光

上日川峠(かみにっかわ) P 7:00 – 大菩薩嶺 – 大菩薩峠 – 上日川峠 P 11:30
野暮用続きで会の山行に乗れず腐っていたが、急遽夫に付き合って貰い大菩薩へ。
唐松林が美しく、広葉樹林の緑、笹原や開放的な草原と、魅力てんこ盛りの山である
のに、まだ
1 度しか訪れていなかったのだ。唐松尾根を登り、雷岩から大菩薩嶺を踏み峠へと向か
う。親不知の頭から峠を見下ろすが、なんとも広々として気持ちが良い。樋口さんが
好きで度々通っているようだが、その気持ちがよくわかる。あまりにもメジャーすぎ
て遠巻きに見ていたが、私も確実にリピーターになってしまいそうである。
▲ 10.23. 社山南尾根 (日光から足尾)

L.園木、大門、箱井、森、祐子、

立木観音 8:30– 阿世潟 9:40 –社山 11:20–南尾根–間藤 (まとう) 駅 16:10=水沼駅(入浴)=
草加
貴重な地図読み山行に参加できることになり、気合を入れて久しぶりの東武線に乗
り込む。
紅葉狩りの観光客の渋滞に巻き込まれたが、心配するほどでもなく立木観音の先から
中禅寺湖南を歩き出す。彩られた樹樹の素晴らしく雰囲気の良い散策路を進み阿世潟
峠へと上がる。各要所で園木リーダーから磁石と地図を出しての指導があり「なるほ
ど…」と唸る森さんの横顔が印象的。社山からは長い尾根を下るのみだが、笹原あり
白樺やダケカンバも美しく飽きさせぬ山だ。緊張や安堵しながらのルート探索はまさ
しくゲームのよう。穴の開くほど地図を睨むが不可解な所が必ず出てくる。地形と地
図とを見極める「感覚」のようなものが必要? まだまだ修行が足らぬか～!? 後半薮こ
ぎしつつようやく里へ降り立つ。かつて銅山で賑わったであろう足尾の村を進み、渡
良瀬渓谷鉄道の間藤駅に到着。待ち時間がありすぎる為タクシーで水沼駅へ移動。次
の列車までゆっくり駅の温泉で汗を流しのんびり帰路に着く。

▲ 11.12(土) 大菩薩峠へ再び

L.祐子、樋口、森、鈴木宮、大門、小野寺、西方、

残念ながら唐松の紅葉はすでに遅し…。それでも大菩薩デビューの参加者あり、この日に
しか出会えない景色ありで、つい 2 ヶ月前に歩いたばかりの大菩薩を満喫する。富士山は
朝のうちだけ、かろうじてその姿を見せてくれたので良しとしよう。雷岩まで上がれば何とも
素晴らしい空中散歩が心ゆくまで楽しめる。大菩薩峠から先の石丸峠に向かうと、登山者
も減り静かな山歩きとなる。来春の新緑の頃に、再び訪れる約束を参加メンバーとし、順調
な中央道をひた走り帰路へとつく。
ちょこっとコラム
1 アルプス一万尺 小槍の上で アルペン踊りを さあ踊りましょ ♪この歌の「小槍」とは槍
ヶ岳の山頂（標高 3180ｍ）付近にある岩のことで頂上は非常に狭く実際そこで踊るの
は不可能ですよね～実は№29 まであるのをご存じでしたか？
2 昨日見た夢

でっかいちいさい夢だよ

3 岩魚釣る子に
4 お花畑で

昼寝をすれば

5 雪渓光るよ
6 一万尺に

山路を聞けば

テントを張れば

8 染めてやりたや
9 蝶々でさえも

あの娘の袖を
二匹でいるのに

11 山のこだまは

話が進み

14 夢で見るよじャ

朝が来る

花模様

キスする時に

一人ぽち

目が覚めた

僕のラブレター

返ってこない

可愛いあのこの

可愛いあのこの

ほれよが浅い

この頂で

そこかしこ

手が届く

なぜに僕だけ

センチになって

昼寝をすれば

キスをする

霧の中から

お花畑の

帰ってくるけど

12 キャンプファイヤーで

15 雲より高い

星のランプに

眠られぬ

俺一人

16 チンネの頭に

ザイルをかけて

パイプ吹かせば

胸が湧く

17 剣のテラスに

ハンマー振れば

ハーケン歌うよ

青空に

18 山は荒れても

心の中は

19 槍や穂高は
20 命捧げて

いつも天国

かくれて見えぬ
恋するものに

21 ザイル担いで
22 穂高のルンゼに
23 西穂に登れば

夢がある

見えぬあたりが

何故に冷たい

穂高の山へ
奥穂が招く

度胸試し

ヨ－デル唄えば

まねくその手が

24 槍はムコ殿

穂高はヨメご

中でリンキの

25 槍と穂高を

番兵において

お花畑で

26 槍と穂高を

番兵に立てて

鹿島めがけて

27 槍の頭で

小キジを撃てば

28 名残つきない

大正池

29 まめで逢いましょ

またも見返す

雲が湧く

ジャンダルム
焼が岳

花を摘む

高瀬と梓と

また来年も

槍穂高

岩の肌

明日は男の

ザイルを捌いて

夢を見る

夢を見る

ほんとに好きなら

お山の大将

富士登山

竿で指す

エーデルヴァイス

カッコウ鳴いて

10 トントン拍子に

13 お花畑で

雲のかなたを

蝶々が飛んできて

雷鳥いずこに

7 キャンプサイトに

のみがリュックしょって

キジを撃つ
泣き別れ

穂高岳

山で桜の

咲く頃に

ラ～ラ♪ラ～ラ♪ララララ

10 月～11 月ロッククライミング
記：沼田真澄
10 月
2日

天覧山ＲＧ

レスキュー訓練
8日

ハング左 5.9+（上の岩場）

つづら岩(奥多摩)

一般ルート 2ｐⅣ
16 日

小川山

沼田、その他

つづら岩

天覧山 RG

ガマスラブ 5.6～

長田、沼田

一般ルート 2ｐⅣ
30 日

沼田、その他

天狗の肩下部Ⅴ-＆Ⅳ

ガマルート左 8ｐ5.9
29 日

沼田、その他

左ルート 2ｐⅣ

越沢バットレス

右ルート 2ｐⅣ+
23 日

沼田、その他

右クラックⅣ
沼田、その他

レスキュー訓練
11 月
6日

天覧山 RG

長田、沼田、その他

レスキュー訓練
8日

聖人岩

沼田、その他

ティータイム 5.8
蟹もどき 5.10c
23 日

ダイエット・シェイク 5.10a

痛い魚の目 5.10a

コーヒータイム 5.10b

赤岩岳正面壁

長田、その他

4ｐアルパインクライミング
※11 月 13 日より、地権者の申し出により、天覧山 RG は使用禁止となりました。

足首捻挫

―実体験を通して―

記：沼田真澄

11 月 19 日(土)雨が降る中、山本宗彦さんとのお試し山行があった。彼は明治大学山岳
部の監督で、1982 ボゴダ-峰(5362m)初登頂、1985 マッシャーブルム(7821m) 北西壁初
登攀、1995 マカルー(8463m)東稜初登攀などの記録を持っている。彼は、『山と渓谷』
で剱人の最終回を飾るほど、剱岳に魅せられた人である。近年冬に一緒に剱岳に行っ
てくれる人が少ないので、そういう人を社会人から育成しようと、約 3 年のスパンで
考えているということなので、そのトレーニングに参加したいと思い、19 日のお試し
山行に参加することにした。ちなみに、冬の剱岳へ一緒に行くには、50kg を背負って、
300ｍの高低差を一時間以内で登れることが基本ということだ。19 日のコースは、甲武
信岳周遊になった。西沢渓谷を出発し、甲武信岳へ行き、雁坂峠を下るというもの。
全工程 10 時間設定で、3 時間 30 分で山頂に着かない場合は、ピストンで戻る。重量は、
10 ㎏程度。メンバーは、監督と監督の後輩の三戸呂さんと総勢 9 名。雨が降っていた
ために、沢沿いのコースよりも良いとのことで、徳ちゃん新道を登った。メンバーの
中で一番遅い人のペースに合わせたためや、雨風が激しいため、2000ｍ地点でピスト
ンとなった。その下山途中、徳ちゃん新道を下っているときに、右足が滑り、右足首
を捻挫することとなった。足首を内側にぐきっと捻った感触と痛みで、すぐには立ち
上がれなかった。実際、立ち上がってみると、痛くて普通に歩けない。三戸呂さんに
足首をテーピングで固定してもらい、ザックを持ってもらった。そして、ストックを
使って、ゆっくりなんとか下山した。その後のミーティングで、
「下山時のおしゃべり」
と「軽登山靴」が要因として考えられると指摘された。確かに、結構辛そうだと思っ
ていた山行が案外楽に終わってしまったので気が抜けて、おしゃべりをしながら歩い
ているときの出来事だった。普段下山はスピードアップで駆け下りていたが、このと
きは自分のペースではなくてゆったりと歩いていたので、かなり気を抜いていた。お
しゃべりは、より気を抜くこととなったらしい。そして、登山靴はより硬いものを履
いて、紐をきつく縛っていれば、もしかしたらそこまでひどくはならなかったという
ことだった。一度捻挫すると捻挫癖がつくらしいが、指摘された二点を考慮しながら、
今後はより気をつけて山行に臨みたいと思う。
足 首 捻 挫 (靭 帯 損 傷 )の 場 合 は 、 RICE 処 置 が 大 事 と な る 。 Rest＝ 安 静 、 Ice＝ 冷 却 、
Compression＝圧迫、Elevation＝挙上の４項目を指す。受傷後は緊張と共に脈拍が上
がり血流が速くなるので、これらを抑えるための最適な応急処置とされている。山行
時は、下山する場合には圧迫しかできないが、テーピングやストックは必需品だ。
私の場合、足関節の内反強制（内返し）による捻挫であり、病態の観点からはⅠ度、
Ⅱ度、Ⅲ度と分類されているが、Ⅱ度にあたる。Ⅱ度（中程度損傷）は、足関節が著
しく腫れて、歩行や関節運動に際して痛みを伴い困難である。自動的・他動的に関節
を動かすことが可能であるが非常に痛みを伴う（多くは、外側靱帯の部分断裂。また、
内側靱帯や脛腓靱帯の損傷を伴う場合もある）。翌日、松原整形外科医院へ行ったが、
レントゲン 4 枚を撮り骨折がみられなかったが、腫れがひどいため、ギプスで固定し
て、松葉杖をお借りした。最低 2 週間は、松葉杖生活だそうだ。みなさまは大丈夫かと
は思いますが、是非お気をつけて山行を楽しんでください。

遭難対策講座

－埼玉県警察山岳救助隊－

記：沼田真澄

11 月 27 日に、埼玉県警察山岳救助隊のベテランである飯田雅彦さんの講演を拝聴いた
しました。全国の遭難発生概要や埼玉県の実際の遭難事例を元に、遭難対策について
考えるというものでした。私のつたない要約ではございますが、ここにその内容をご
報告させて頂きます。
平成 22 年の全国遭難件数は 1942 件（前年比+266）で遭難者数は 2396 人（前年比+311）。
遭難者数の内訳は、死者 294 人、負傷者 832 人、無事救出等 1270 人。遭難原因の内訳
は、道迷い 970 人、転落･滑落 402 人、転倒 309 人。年齢別で見ると、60 歳代が 706
人と最も多く、40 歳以上の中高年が全体の７６％を占める。居住地別で見ると、東京
都 377 人、神奈川県 163 人、埼玉県 143 人。したがって、特に首都圏に住む 40 歳以上
の中高年に遭難対策に関する知識と技術を身につけてもらいたいとのこと。
平成 22 年埼玉県では、遭難件数は 60 件（全国で 17 位）、遭難者数は 104 人。遭難者
数の内訳は、死者 10 人、負傷者 30 人、無事救助等 64 人。遭難原因の内訳は、全国と
同じく、1 位道迷い、2 位転落･滑落、3 位転倒。場所別でみると、1 位両神山 10 件、2
位滝川 5 件、3 位タイ棒の嶺と武甲山 4 件。ちなみに、23 年 10 月末時点でも 1 位は両
神山で 4 件。
22 年埼玉県内遭難の特徴として、5 つ。
「行方不明事案が多発」登山届け未提出、家族
も行き先を知らない。
「中高年登山者の遭難が 6 割」40 歳以上が 62 人、40 歳未満が 42
人。
「沢登り事故 6 件と沢に関する事故多発」沢の危険性を理解していない。特に、滝
川は『ウォータークライミング』で初級とされているが、実際に事故が多発している
し、本の情報を鵜呑みにして沢登りをしないように。「初心者登山者による事故多発」
山についての知識を何も知らないので、信じられない遭難が発生している。平成 23 年
11 月 12、13 日で横瀬二子山で起きた 2 件のケースでは、登山道とは思えないようなと
ころへ入り、同じところで滑落していた。登山経験者ならば、その道が登山道でない
と判断し、引きかえしているはずである。
安全な登山のためには、特に次の 5 つが大事。「山岳会に入ったり講習会に参加して、
登山の基本を学ぶこと」
「体力技術にあった登山を行うこと」
「計画書を提出すること」
（平成 23 年 5 月 21 日熊倉山の死亡事故のケースでは、計画書が提出されていたが、
そこに書いてある緊急連絡先や会の会長に連絡がつかずに、家族への連絡先がわから
ずに、死亡者の身元確認が遅れた）
「山でのアクシデントはセルフレスキューを基本と
し、その知識・技術を学ぶこと」
（平成 23 年 11 月 7 日南天山の方円の滝での滑落股関
節脱臼骨折ケースでは、要救助者と付き添い 2 人以外は下山して、他の 19 人はバスの
中で待機していた。命に別状がないケースでは、山岳救助隊が降ろすのが主であるが、
それだけの人数がいれば、救助隊に協力参加して、みんなで降ろすことも可能であっ
たとのこと。実際は、ヘリ出動となった。ちなみに、方円の滝は、毎年必ず事故が起
こるところなので、注意が必要とのこと。）「単独登山はやめること」。
県警の遭難対策の取り組みとしては、
「県内での講習会」
「秩父安全山歩き検定の実施」
「携帯電話での簡易登山届けの開始」
「横瀬二子山での安全登山学習看板の設置」など
を行っている。

2011 年「草加山の会 10 大ニュース」
ニュースを提供してくれる人が年老いてしまい 10 大ニュースを探すのに苦労しています。
また、ニュース記事の内容に関しては一切責任を負いません。
草加山の会 10 大ニュース選定委員会
1、30 月 11 日東日本大震災と原発事故発生、全国民最大のショックを受ける。山の会もし
ばらく山に行く気持ちを失う。今は元気に登っていま～す。
2、40～50 歳代の新しい会員が増加し、会員数が初めて 70 名を超える。この 1 年は特に
新しく入った女性会員の活躍が目立つ。男性会員ガンバレ。
60 歳以上が 56％を占めて今年は 40～50 歳は希望の星で～す。
3、長年チャレンジして果たせなかった日光白根山の冬季登頂を果たす。ラッセルで疲れ
た年老いたおっさんが一人トボトボとスキー場を下山。
4、園木さん企画の『花の山旅』が毎月会山行として行われ、楽しい山登りと、花、温泉、
怪しげなＢ級グルメが女性会員に大好評。来年もやって～
5、岩トレで草加山の会として初めて一の倉沢に入り南稜テラスに登る。これを登った鈴
木勝、山口、長田、沼田、これからの山の会をよろしく。
6、園木さんの口車に乗り、大名旅行のはずの冬季大無限山に行くが、3 つの峰を超える為
に高度差が 2000ｍ近くあり、1 月なので雪の急斜面に全員うんざりし言葉も無く、計画
して来なかった園木さんを全員で恨む。
7、今年の 5 月の連休は珍しく、剣岳、霞沢岳、唐松岳と大きな雪山にチャレンジし登頂
を果たす。皆よく頑張りました、石井さんの回復に安心する。
8、鈴木勝、長田の両君、バリエーションルートの前穂高北尾根の岩稜にチャレンジ、山
頂一歩手前で 5 峰山頂に車の鍵を忘れるという大ドジを踏み、登頂を断念。来年は忘れ
物をしないで前穂山頂に立とう。
9、谷川岳西ゼン沢の遡行と藪漕ぎで 13 時間 30 分の登降で下山後、膝の靭帯を痛め松浦
さん半年間休業。この間、鈴木勝、長田の両君、甲斐駒～鋸岳縦走、前穂北尾根チャレ
ンジと実力をつける。
10、草加山の会 9 名にて気温－17℃の冬の蓼科山に登頂、下山後元気にカラオケ大会を
する。おばさんもまだまだ元気で～す。

★日

程

★メンバ－

平成２３年８月１３日～８月１６日
園木

１３日 白馬猿倉（7：10）～白馬鑓温泉（12：50）
１４日 白馬鑓温泉（6：30）～稜線（10：20～10：30）～白馬鑓ヶ岳～杓子岳（12：50）
～白馬村営宿舎テン場（14：30）
１５日 白馬村営宿舎テン場（6：30）～白馬岳（7：10）～雪倉岳（9：45）～朝日巻道分岐～（12：50）
朝日小屋（14：40）
１６日 朝日小屋（5：50）～朝日岳（7：00）～三角点（9：40）～蓮華温泉（14：10）
今年の夏山は誰とも日程が合わず一人で行ことになった。こんなときの為に前々か
ら考えていた白馬鑓温泉～白馬三山～雪倉岳～朝日岳～蓮華温泉へと三泊四日でテン
ト縦走することにした。

白馬鑓温泉の露天風呂とテン場

夜中の一時ごろ草加を発ち登山口の猿倉を目指す。猿倉の駐車場が満車との事で白
馬駅から半分行ったところの二股の仮駐車場までとなり、乗合タクシ－で猿倉に入っ
た。さすがに白馬大雪渓の登山口で大勢の登山者で一杯である。鑓温泉に向かう登山
道に入ると今までの賑やかさが嘘のように静かになった。急登を二時間半小日向のコ
ルからは遥かに鑓温泉と稜線がみわたせる。杓子沢の崩壊した雪渓を横切り、雪田を
登りきると鑓温泉に着いた。すぐテントを張り小屋の受付でテント、入浴、ビ－ルの
代金を払い露天風呂へ。温泉ビ－ル最高！！！
１４日も晴天で明けた。一人の出発は早い。稜線までの急登を一歩一歩花の写真を
撮りながらゆっくり登る。一気に視界が開けるとそこが大出原で真っ青な空と稜線、
カ－ル状になった登山道の両側にはハクサンコザクラ、チングルマ、ミヤマキンポウ
ゲなどが咲き乱れ疲れが吹っ飛ぶ。

大出原に咲くハクサンコザクラ

稜線に上がると一気に展望が開けた。右にこれから向かう鑓ヶ岳が高い。ガスが
湧き上がってきた登山道を鑓、杓子岳を越える。ウルップソウの群落は終わっていた。
ガスが切れるとホテルのような白馬山荘と尖った山頂が見えた。テント場もかなり張
ってあり急ぐ。平らな場所も確保でき山荘のスカイラウンジに行く。お目当ては生ビ
－ルうま～い！が生とおでんで１７５０円也。テントに戻りウイスキ－をチビリチビ
リ夕焼けショ－を堪能。
白馬岳、白馬山荘、村営頂上宿舎、テン場

１５日は白馬～雪倉～朝日と行程は長い。ひと頑張りで白馬岳へ朝の清々しい空気
と大展望やはり剣が凛々しい。人があふれんばかりの山頂を後に雪倉へ三国境からほ
とんどの人が白馬大池に向かうようで静かになった。チングルマ、シナノキンバイ、
マツムシソウ数えきれないほどの花の群落。雪倉山頂からはこれから向かう朝日小屋
が小さく見えた。さらに増した花の道、おいしい水場。水平歩道に入るころには天気
が怪しくなってきた。小屋まであと少しのところで土砂降り、朝日小屋に到着するが
テント場が水浸しあきらめて素泊まりすることにした。

白馬岳から剣立山連峰を望む

今日は最終日残念なことに山を降りる日である。ビケットとス－プ一人の朝食はすぐ
終わった。朝日岳へはまたまた花の道、山頂はガスの中展望もなくあまりの寒さに下
山することにする。振り向くとどんどん山頂が離れて行く、ついにガスの中に消えた。
また訪れる日があると確信する。そしてまたひとついい山に出会えた。北アルプス朝
日岳花の山。
花の山・北アルプス朝日岳

フィナーレは蓮華温泉

「峠」の想い出

松浦

剛

峠とは昔の生活を感じると共にロマンチックな響きがある。私が若き日に越えた幾つ
かの峠の想い出を書いて見たいと思います。山の会入り司馬遼太郎の小説「峠」に書
いてある、河井継之助が重傷の身で逃げ延びた「八十八里峠」を一日ががりで越えた
のも印象深い。
1.雁坂峠（奥秩父）
秩父連峰のほぼ中央に位置するこの峠はたしか国道である。甲斐と武蔵の国に通じる
この峠は沢山の歴史を持っている。17 歳高校生最後の夏休みに友人３人と甲武信岳を
目差し雁坂峠を目差したが、全員雁坂峠でダウンし止む無く雁峠を越え笠取山の小屋
泊まった。しかし雁坂峠のお花畑とアルペン的な風景の美しさは今でも忘れられない。
2.大弛峠（奥秩父）
奥秩父の国師岳の下西側にある峠だが、今は車でも行ける。１９歳の５月に奥秩父縦
走の折に大弛小屋に溜まったが、この峠の小屋番のおじさんの親切さは今でも忘れら
れない。夜遅く小屋にたどり着く人まで親切に案内し、寝る場所が無くなると皆に協
力をお願いし場所を開け、登山者を寝かせていた。朝も早くから起きて登山者の世話
をしていたが、今はこのような親切な小屋番は皆無であろう。私の若き頃は親切な小
屋のおじさんが多かった。
3.北沢峠（南アルプス）
初めて登った 3000ｍ峰仙丈岳の登山で泊まった小屋が北沢峠の大平小屋であった。２
泊して登ったが、小屋が開設したばかりで若い夫婦が登山者の世話をしていた。当時
は伊那側の戸台の部落から戸台川を遡り、丹渓小屋に辿り着きジグザグな八丁坂を登
りやっとの事で北沢峠の鬱蒼とした原生林の森の中に辿り着く。草加山の会に入り初
めての山行で仙丈岳に行ったが、北沢峠の原生林は切り倒され明るいバス停となり、
綺麗だった小屋のお嫁さんは素敵なおばあさんになっていた。
4.伝付峠（南アルプス）
荒川三山を越え末端の千枚岳からうんざりしながら一気に降ると大井川の二軒小屋の
出る。川原にテントを張り一夜を明かし、翌日伝付峠を越えて１日がかりで早川に向
かったが、実に長い下降であった。真夏の暑い日に伝付峠を越えたが、峠の涼しい風
が今でも記憶に残っている。南アルプスを眺め「又来るよ」と言って峠を降った事が
懐かしく思い出される。「吊橋を渡ればそこはアスファルト、南アルプス遥かに遠し」
早川のバス停にて。
5.中尾峠（北アルプス）
上高地と奥飛騨新穂高温泉郷を区切る峠で、焼岳の下の北側に位置する。５月の雪山
と真夏の焼岳を登る際に訪れたが、真夏には笹の生い茂った美しい笹原が広がり、焼
岳、穂高、霞沢岳、笠が岳が手に取るように見え素晴らしい展望台であった。
6.徳本峠(北アルプス)
徳本峠から見る明神岳と穂高岳の展望は昔から言い伝えられており、絶景と言われ一
度は見てみたいと思っていた。幸い今年の５月に念願の霞沢岳を登るチャンスを得て、
念願の雪の明神岳と穂高岳の絶景を見ることが出来た。しかし雪の峠道は厳しく、の
んびり見ていることも出来ず、写真を撮りあたふたと通り過ぎてしまった。しかし念
願の徳本峠には満足した。

編

集

後

記

初めての「てんとさいと」の編集。皆さまの助けをかりて何とか形になり、
ほっとしています。ご協力、本当にありがとうございました。
どんな一年でしたか？今日は忘年会、さあ飲みましょう！
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