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周到なる準備と的確な現場対応で安全な山行・楽しい仲間  

第 38 回（平成 24 年度）草加山の会総会 集合写真 

日時：平成 24 年 3 月 25 日（日）13：00～17：00  場所：草加市文化会館 

 

３～５月の山行から 

飯士山       鳥海山 
 

 
 
 
 



 2

目     次 
 

 

●コール --------------------------------------- 樋口 淳一 ----------------  1 

●平成２４(2012)年 3 月～5 月山行実績 ----------- リーダー部 ----------------  2 

●心に残る山旅 --------------------------------- 阿部 芳夫 ----------------  4 

●新入会員 自己紹介 --------------------------- 大竹 一司・大竹 理香 ----- 5 

●第山のこと、会のこと、これからの山 ----------- 管野 淳也 ----------------  6 

●第３８回(平成２４年度)総会報告 --------------- 石井 美樹 ----------------  8 

●平成２４年度「てんとさいと」の発行について --- 機関誌部(山﨑 正夫) ------  9  

●「てんとさいと」原稿の画像処理 --------------- 機関誌部(山﨑 正夫) ------ 10 

●竜ヶ岳 --------------------------------------- 新島和子 ------------------ 12 

●陣馬山 ---------------------------------------- 箱井 節子 --------------- 13 

●鋸山 ----------------------------------------- 澁谷 久美子 -------------- 14 

●ミツバ山(丹沢) ------------------------------- 八並 絹代 ---------------- 15 

●ミツバ山(丹沢)(続き) ------------------------- 澁谷 久美子 -------------- 16 

●佐原街歩き ----------------------------------- 町田 保 ------------------ 16 

●小野田山・荒神山 ----------------------------- 鈴木 宮子 ---------------- 17 

●甲州街道 No.7 笹子峠 -------------------------- 石井 文子 ---------------- 18 

●神成山(西上州) ------------------------------- 園木 毅 ------------------ 19 

●雨巻山 --------------------------------------- 新庄 八重 ---------------- 20 

●岩トレ(鹿沼) --------------------------------- 森 律子 ------------------ 21 

●明神ヶ岳･明星ヶ岳 ---------------------------- 山﨑 正夫 ---------------- 22 

●茂来山 --------------------------------------- 兼堀 善和 ---------------- 23  

●生籐山 --------------------------------------- 大畑 英子 ---------------- 25 

●谷川岳 --------------------------------------- 加藤 紀久代 -------------- 26 

●桧沢岳・笠丸山 ------------------------------- 下川 賀也 ---------------- 27 

●天狗岩・笠丸山 ------------------------------- 芳野 光夫 ---------------- 28 

●燕岳 ----------------------------------------- 大門 京子 ---------------- 29 

●両神山・二子山 ------------------------------- 大竹 一司 ---------------- 31 

●坪山 ----------------------------------------- 大竹 理香 ---------------- 32 

●鳴虫山 --------------------------------------- 木原 初枝 ---------------- 33 

●大岳山 --------------------------------------- 森 律子 ------------------ 34 

●坂戸山・飯士山 ------------------------------- 千葉 かつ子 -------------- 35 

●飯士山 --------------------------------------- 山口 敏雄 ---------------- 36 

●鳥海山 --------------------------------------- 管野 淳也 ---------------- 37 

●袈裟丸山 ------------------------------------- 大竹 一司 ---------------- 39 

●大菩薩嶺 ------------------------------------- 池本 均 ------------------ 40 

●高畑山・倉岳山 ------------------------------- 橘 高志 ------------------ 41 

●山行紀行 ～春～ ----------------------------- 浅井 祐子 ---------------- 43 

●ロッククライミング --------------------------- 沼田  真澄 ---------------- 44 

●セルフレスキュー ----------------------------- 沼田  真澄 ---------------- 45 

●編集後記 ------------------------------------- 山﨑 正夫 ----------------- 46 

 

 

 

 



 3

 

コ ー ル                       樋口 淳一 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

2006 年（平成 18 年度）に入会して早、６年が経過し７年目に突入しました。 

入会時の会員 No は 61（ 下位）でしたが、平成 24 年度は 44 になっています。と 

いうことは残念であるが処々の事情で先輩諸氏 17 名が退会してしまった。 

しかしながら、会員数は７２名となっているから、この６年で２８名が新たに入 

会したことになる。男性３９名、女性３３名で平均年齢は公称６０歳だそうだ。 

松浦さんから送られてきた「おいらく山岳会」の３０周年座談会の”将来の期待” 

を読ませていただいたが、草加山の会もこれから直面、または、すでに直面してい 

る問題かもしれません。でも、高齢者向きの街道歩きから若手の育成、そして各会 

員は積極的に山行を楽しんでいる。楽観はできないが運営委員だけでなく全会員皆 

で考えていく問題だ。 

さて、私事ですが、入会時は 年少でしたが今や５０歳になり、会の中では中堅 

かな～と自覚しています。先輩達に助けられながら２年越しで念願の槍穂縦走がで 

きて満足でした。 

去年の総会を 後に退会しようと出席しましたが、色々お世話になったのでお礼 

を込めて 2009 年に続き、もう一度公開バスハイクの幹事を引き受けることとした。 

それから仕事や家庭環境が変わり、今は体が元気なあいだは山歩きは勿論だが草 

加山の会にはしばらくお世話になろうと思っている。 

そしてまた、今年も公開バスハイクの実行委員をやっている自分がいる。 

 

後に一言 

まだまだ先輩達の経験の伝承は必要です。そして若手の力も必要です。 

近は世代間で分断している傾向が見られますが、老若男女を問わず健康に留意 

して皆で草加山の会を盛り上げて楽しい山（≒人生）を過ごしましょう。 
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平成２４(2012)年３月～５月山行実績     リーダー部 

山 行 日  程  山 岳 名 リーダー 参 加 者 

会 3/4 竜ヶ岳 新島 
尾崎、石井(文)、畑野、大門、 
山﨑、森、黒澤、都澤、浅井(昭)、 
浅井(祐)、鎌形、平野 

個人 3/10 佐原街歩き 町田 前田、松井 

会 3/11 陣馬山 箱井 
関口、鈴木(宮)、鈴木(廣)、 
(お試し)大竹(一)、大竹(理) 

会 3/18 鋸山 澁谷 八並、上原、大木、中島 

個 3/18 赤城山 山口(裕) 管野、三浦 

会 3/24 
ミツバ岳・ 
権現山(丹沢) 

園木 

浅井(昭)、浅井(祐)、杉山、平野、上原、
前田、西方、畑野、大門、鏑木、山﨑、
大木、澁谷、和田、石井(美)、石井(文)、
阿部、八並、関口、山口(敏)、鎌形、 
黒澤、張替、森、鈴木(里) 

個人 4/8 
小野田山・荒神
山 

鈴木(宮) 浅井(祐)、箱井 

個人 4/8 
甲州街道 No.7 
笹子峠 

石井(美)

石井(文)、和田、畑野、鏑木、平野、 
阿部、池本、鈴木(里)、鈴木(廣)、黒澤、
大木、小林(陽)、木原、千葉、上原、 
大門、田村、大畑、澁谷、小林(真)、 
関口、杉山 

会 4/8 神成山(西上州) 園木 
鎌形、小野寺、兼堀(善)、兼堀(恵)、 
小宮、森 

個人 4/10 雨巻山 新庄 千葉、小宮、黒澤、大畑 

リ 4/15 岩トレ(鹿沼) 松浦 
浅井(昭)、森、加藤、新島、大竹(一)、
大竹(理)、鎌形、三浦、鈴木(勝) 

個人 4/15 筑波山 浅井(祐)  

個人 4/19 
明神ヶ岳･明星
ヶ岳 

山﨑  

会 4/21 茂来山 兼堀(善)

山﨑、浅井(昭)、新島、関口、森、 

石井(美)、石井(文)、杉山、黒澤、千葉、
鈴木(里)、西方、大畑、新庄、田村、 
渋谷、平野、兼堀(恵)、牛山、阿部、 
下川、浅井(祐)、小林(真)、小野寺、 
松井、小林(い)、張替 

会 4/21 
天女山・美しの
森山(ﾊﾞｽﾊｲｸ下
見) 

山口(裕) 樋口、管野、鈴木(宮)、畑野 

個人 4/27～5/1 
大山・剣山・石
鎚山 

山口(裕) 三浦、山口(敏) 

個人 4/29 生籐山 新庄 千葉、上原、黒澤、大畑 

個人 4/29 谷川岳 浅井(祐) 加藤、尾崎、森、浅井(昭)、樋口、山﨑

個人 4/29 坪山 大竹(一) 大竹(理) 

個人 4/29～30 桧沢岳・笠丸山 園木 兼堀(善)、小野寺、下川、石井(文) 

個人 4/30 天狗岩・笠丸山 芳野 鈴木(廣)、前田、山本 
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個人 5/4～5 燕岳 浅井(昭) 浅井(祐)、森、鎌形、新島、大門、加藤

個人 5/5～6 両神山・二子山 大竹(一) 大竹(理) 

会 5/12 鳴虫山 小林(陽)
尾崎、上原、黒澤、和田、木原、田村、
張替 

個人 5/12 大岳山 森  

個人 5/12～13 坂戸山・飯士山 千葉 
鈴木(里)、松井、染谷、鏑木、阿部、 
鈴木(廣)、山口(敏)、下川、兼堀(善)、
兼堀(恵)、澁谷、山本、小宮、新庄 

個人 5/18～20 鳥海山 園木 管野、三浦、磯川、沼田、樋口 

個人 5/19 袈裟丸山 大竹(一) 大竹(理) 

個人 5/20 大菩薩嶺 浅井(祐) 森、八並、加藤、池本、浅井(昭) 

会 5/26 高畑山・倉岳山 中島 
上原、芳野、平野、畑野、小林(い)、(お
試し)橘 

リ 5/27 岩ﾄﾚ(日和田山) 松浦 
新島、森、山口(裕)、加藤、大門、鎌形、
三浦、管野、鈴木(勝) 
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心 に 残 る 山 行 

                    記：阿部 芳夫 

山の会入会のテスト山行は沢登り山行だった。山の会に入会したくて申し込みをしたら、

初は入会山行をしなければいけないと言われ、ちょうどその時にあったのが石井（美）

リーダーの小川谷の沢登り山行だった。その時は沢の完全な装備ではなかったがある程度

の装備を準備して参加した。夏の暑い時の沢登りは気持ちよく快適だった。 

その頃は自分も体力があり上から流れ落ちる水の中の滝をなんなく登ることも出来た

ものだった。その時は女性会員も一緒に参加したがあの急な滝でも平気で水の中を登って

行く姿をみて「自分も負けてるわけにはいかない」と思う気持ちで沢が面白くなり装備も

完全にそろえて毎年 2 回～３回位は参加するようになった。特に夏の山の中で滝壷を横切

るときは泳いで向こう岸まで行くので、山の中で泳げるのが面白くて沢登りが楽しくなっ

た。沢登りはずっと続けようと思っていた。 

それから１０何年いろんな山行や沢登りをして年をとり７０歳近くになった平成２０年

７月の松浦さんリーダーで奥多摩の川苔山・逆川の沢登に行った時のことである、結構急

な沢や水流の多い場所があちこちにある。でも自分の体力で大丈夫だろうとたかをくくっ

ていた。しかし何回目かの滝で皆

がなんとか苦労しながらも登り切

った。自分も登るには登ったが水

流の多い中を夢中だった。登りき

ってからへたり込んでしまった時

はもう精も根も尽き果てたようだ

った。自分でどうやって登ったか

もわからず本当に疲れ果てた。そ

の時に初めて自分の体力の限界を

感じもう沢は終わりだなぁと思っ

た。 

その後は沢は行っていないが、

今は若い人達がどんどん沢にも行

っているのでたのもしく思い、又

多少はうらやましい気もする。沢

の魅力にとりつかれると毎年行か

ないと 

何か忘れ物をしているような気が

するものである。 

この川苔山・逆川の沢で沢登を諦めたので、川苔山の沢は心に残る忘れることの出来な

い山の一つになった。 

 

 

川苔山・逆川 
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新入会員 (自己紹介) 

氏  名： 大竹 一司（おおたけ かずし）  平成２４年入会 

生年月日： 昭和３３年７月２５日 

出身地 ： 東京都 

 

 氏名  ： 大竹 理香（おおたけ りか）    平成２４年入会 

生年月日： 昭和３３年９月１５日 

出身地 ： 高知県 

 

小野寺さんのお誘いを受け、山の会の平成２２年１１月の公開 バスハイクで竜ヶ岳に

参加させていただきました。そのときの富士山の絶景は、今でもはっきりと覚えており、

大変楽しく参加させていただきました。その頃は山歩きを始めてちょうど一年目で、冬場

は低山が主で近郊へ、春から夏にかけては旬の花を求めて、秋には紅葉を目的に関東周辺

の山を中心にガイドブックやネットなどで情報を集めて、月に２回の山歩きをしていまし

た。 

本来は、去年の４月に入会させていただく予定でしたが、３月１１日の東日本大震災の

ためにきっかけをなくしてしまい、今年の４月に入会させていただきました。 

入会前の昨年は、６月に黒部立山アルペンルートツアーに参加し室堂を散策して立山の

絶景に感動し、雷鳥にも会えました。７月は３回目の尾瀬で燧ケ岳越えで初めて山小屋に

も泊まり、尾瀬沼周辺のニッコウキスゲの素晴らしい時期にも行くことができました。８

月には八ヶ岳の山小屋泊、９月には南アルプスの仙丈ケ岳で 3000 メートルの頂上にも立つ

ことが出来ました。１０月には安達太良山と那須で今までにないすばらしい紅葉登山をす

ることができました。昨年は大変充実した山歩きをすることができました。 

今年で山歩き 3 年目になりますが、未熟なわれわれ夫婦が登れる山には限界があり、当

然危険も伴います。今後長く山とかかわるには山の会に入会させていただくのが良いと思

い入会させていただきました。知識や技術を学び、会員の方々と交流させていただき、い

ろいろな山に行き、レベルアップして、楽しくやっていきたいと思っていますのでよろし

くお願いします。 
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山のこと、会のこと、これからの山 

～今 思うこと～ 

 

記 管野 淳也 

 

私こと、このたび鹿児島県の徳之島（鹿児島の南南西に 460 ㎞、 高峰は井之川岳 645m 

人口は約 25,000 人）に転勤となりました。 

この「テントサイト」を皆様が手に取るころは、ピッケルをクワに、登山靴を長靴に変

えて、サトウキビを育てながら酒肴調達に勤しんでいると思います。 

ところで、私が草加山の会にお世話になったのは、1 年弱。その短い間、たくさんの思

い出をいただきました。まずは感謝申し上げます！ 

それぞれの山行を改めて思い起こし、お礼を述べるとかなりの項数を拝借する事になり

ますので、とりあえず一緒に行った方々、どうもお騒がせしました。 

勝手に山の会にたどり着くまでを綴れば・・・様々な趣味やスポーツにハマっては離れ

てきました。 

高校～大学時代は体育会系の空手部でそれなり気勢をあげ、社会人になってからは磯釣

り、トライアスロン、スキューバダイビングなどなど。東京赴任してからは「たまに」ゴ

ルフと。 

まあ、「下手の横好き」を体現したような

次第です。 

しかし、島を出て初めて目の当たりにした

日本アルプスの山々は単に絶景だけでなく、

登りたい、登れるか？といった欲求を強烈

に呼び起こしました。 

そして唐松岳八方尾根に始まり、八ヶ岳、

南アルプスへの単独行、子供を背負っての

ファミリー登山と本当にテクテク（トボト

ボかな）といった感じで歩いていました。 

しかし、単独行で感じる技術力の低さ、

求める山へ行けない自分の限界。 

そんな中で、巡り合った「草加山の会」で

した。 

会では、様々なことを勉強・体験させても

らいました。 

テント泊縦走。ギュウギュウ詰め小屋泊か

らの解放。 

雪を踏みしめ、思うままに直登する充実感。 

岩トレ、ジムで感じた壁を攀じることの難

那須茶臼岳にて

鳳凰三山にて 
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しさと楽しさ。 

そして何より、山の先輩、仲間と共にする宴。 

そこでは、各々の求める山行企画・スタイル、技術、会のあり方、反省などなど、飽くこ

ととない山への思いに触れることのできた時間でした。 

いつかは島へ帰る・・・この事実は公私ともにいつも私のそばにありましたが、山を知っ

てから、こと山の会・仲間に出会ってからはその時が、少しでも遅く来てほしい。 

その思いが、山の事を思えば思うほどに大きくなっていました・・・ほんと残念。 

さて、これからですが。 

皆さんについて行ける様、山力を維持・向上することが当面の目標ですね。 

徳之島一周（80 ㎞）歩荷トレ。 

樹林をかき分けながらの徳之島縦走路などなどの開拓とか。 

あとは、久住連山、阿蘇五岳、屋久島なんかの遠征かな。 

まあ、いずれにしてもこれからの山行（ジムクライミングもそうですが）は全てエクス

ペディション（つまり登山遠征）です。 

一度の山行が非常に貴重なものとなりますが、より強く記憶に刻まれ、しっかりと血肉

となるなら、それも悪くないかな。なんて思っています。 

 

後に、山で得た経験、友人は私のこれから人生において貴重な糧となり、山を思うこ

とが推進力となる様な気がしています。 

こんな心境を綴りながら思うことは・・・。 

やっぱり、山の会の皆さん、山行ともにしていただた皆さん、技術指導をいただいた皆

さん、そして家族に、 

「どうもありがとうございました。これからも引き続きよろしくお願いします」 

 

 

 

 

 

 

 

 

残雪の鳥海山にて 
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第 38 回（平成 24 年度）草加山の会総会報告 

日時：平成 24 年 3 月 25 日（日）13：00～17：00       記：石井 美樹 

場所：草加市文化会館 

１ 資格審査 

  会員数 70 名  出席者 48 名 委任状 15 名 （総会成立） 

2   議長選出：山口敏雄さん 

3  議事事項 

(1)  平成 23 年度 活動報告・会計及び監査報告 

(2)  平成 24 年度役員選出 

(3)  会則及び諸規定の確認 

(4)  平成 24 年度活動方針及び予算 

(5)  主な議事内容 

① 会則：例会で読み合わせる。 

② 中央公民館 山の会展示会＝24 年度は実施しない。 

③ 携行用ザイル・カラビナの軽量化＝不要          

    運営委員会：○個人装備と考える。 

           ○現在のものは、沼田倉庫に保管。沢、岩等で必要な都度使用 

  ④ テントサイトの作成 

運営委員会：○編集は、編集月 第 2 例会日 19 時から行う。 

○ロッカー管理は機関誌部で行う。保管品の選別、テントサイト用

品の小型化、管理品の購入等。 

○ローカーには、会旗、議事録を保管する。 

  ⑤ 草加市に、地震災害寄付＝１０万円。 

  ⑥ 会員バスハイクの補助 

    運営委員会：会のルールどおり     

  ⑦ 公開バスハイキング：八ケ岳美しの森 6 月 10 日 L 山口裕史 樋口 管野 箱井 

  ⑧ 会員バスハイク：会津磐悌山 10 月 6-7 日    L 浅井 染谷 森 三浦 

⑨ 24 年度役員 

    運営委員会：石井 畑野 松浦 園木 沼田 山口 山崎 森 

    会長：石井美樹 

    副会長：畑野仁美 

    リーダー部：部長 松浦剛  副部長 園木毅  装備 沼田真澄 

    事務局：局長 山口裕史  会計 八並絹代 会計監査 染谷智行 

    機関誌：部長 山崎正夫 新島和子 管野淳也 兼堀善和・恵美子 

    HP 管理人：部長 森律子 山口裕史 畑野仁美 山本理郎 

    会場係：尾崎あや子 

  議事の結果、以上のように、決定・承認されました。 

4 懇親会 

  会議室で実施。会費＝飲み物の種類により 1000 円、500 円。 
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平成24.5.10 例会資料 機関誌部        

平成２４年度 草加山の会 機関誌「てんとさいと」の発行について 

今年度の「てんとさいと」の定例テーマ・表紙絵製作の執筆者を決めさせていただきま

した。また、例会で山行報告する際に、報告文執筆者も明示していただくことにしました。 

これまでと同様、原稿は標準書式により作成するようお願いいたします。 

充実した「てんとさいと」を発行するため、皆様のご協力をお願いします。 

 

１ 定例テーマ・表紙絵製作の執筆者及び編集担当者 

号     数 ２１７号 ２１８号 ２１９号 ２２０号 

原稿提出締切日 ６／１ ９／１ １２／１ ３／１ 

発  行  日 

(＝ 製 本 日) 

６／２１ 

(6 月第 2 例会前)

９／２０ 

(9 月第 2 例会前)

１２／１ 

(忘年会前 ) 

３／３１ 

( 総会前 )

表紙絵製作者 鏑木 国夫 井口 宮子 鈴木  廣 松浦  剛

コ  ー  ル 樋口 淳一 小林 いつこ 山口 敏雄 鏑木 国夫

心に残る山行 阿部 芳夫 八並 絹代 和田   勇 石井 文子

編集担当者 山﨑 正夫 要補充 
兼堀  善和 

 兼堀 恵美子 
新島 和子

 

２ 山行報告文執筆者の明示 

  例会で山行報告する際、黒板のメンバー名の左に テ と書いて、報告文執筆者を明示

してください。 

 

３ 原稿は標準書式により作成 

「草加山の会」の機関誌としての体裁を整えるため、ページ余白、書体、文字・写真の

大きさなどを統一します。 

標準書式 

Ａ４版  

余白設定＝上下左右 ２５ｍｍ  一行文字数＝４０文字  ページ行数＝４０行 

文字設定＝１１ポイント  ＭＳ明朝体 

タイトル＝自由書式  

写真の大きさ＝事前に３２０×３２０ピクセルに縮小する 

写真説明文字＝埋込みを推奨 

 

４ 「てんとさい」との製本のための集まりを変更 

  「てんとさいと」の製本は 6/21(例会前)、9/20(例会前)、12/15(忘年会前)、3/31(総    

会前)に実施します。編集後記は編集者が執筆し、余白は記事又は写真を掲載します｡ 
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平成 24.5.10 例会資料 (22.6.3 山本氏作成資料を再掲載) 

てんとさいと原稿の画像処理 

１ デジカメ写真の縮小処理 

近のデジタルカメラは小形の物でも1千万画素が当り前になりつつあります。

これらの写真をワードに例えば 4～5cm の大きさで貼り付ける場合は、事前に写

真を縮小する必要があります。（原寸のまま貼り付けるとデータ量が膨大になり、

Mail が届かない等の支障が出ます） 

 

縮小処理するには、いろいろなソフトで可能です。お勧めは「縮小専用」とい

うソフトです。インターネットで「縮小専用」と検索すれば、無料でダウンロー

ドができます。（無料ダウンロードのページイメージは次のとおり） 

 

 

★ 「てんとさいと」の原稿に写真を貼り付ける場合は 320×320 ピクセル

位のサイズを選ぶと良いです。（イメージとしては名刺の大きさくらい） 
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２ 縮小処理した画像に文字を入れる 

下記の例では、パソコンの OS に付属する「ペイント」という簡単なソフトで

文字を入れましたが、フォトショップなどのソフトで処理してもＯＫ。 

 

★ ペイントで文字を入れた画像を保存する場合、拡張子は必ずジェイペグ

（JPG）で保存すること。ビットマップ（BMP）で保存するとデータ量が

10 倍近くに増大するので注意が必要です。読み取れない場合もあります。 

★ 上記の方法以外でも、Word のテキスト Box を使って文字を入れる方法が

あります。編集者にとっては直接文字を入れていただく方法がその後の

処理が簡単です。どちらの方法でも OK です。 
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竜 ヶ 岳 （1485ｍ） 

記：新島和子 

期 日：平成 24 年 3 月 4 日（日） 

参加者：新島、都澤、尾崎、石井(文)、畑野、大門、山﨑、黒澤、平野、森、鎌形、 

浅井（昭）、浅井（祐） 

コース：9：30 キャンプ場―9：40 登山口―10：40～10：55 石仏―11：40～12：45 山頂― 

13：20 石仏―14：20 登山口―キャンプ場 

 

今年は辰年ということで「竜ヶ岳」へ行こう！という話になったのは昨年の山の会展示

会でのこと、平成２２年の公開バスハイクでの「竜ヶ岳」の写真を見ながらでした。 

当時、実行委員長の関口（勝）さんをはじめとして八並さん、山口（裕）さんと一緒に

プレッシャーの中で本当に楽しかったことを思い出し、今回リーダーをやらせていただき

ました。当初 1 月に予定していたのですが、悪天候のため 3 月 4 日に延期となり今回も天

気がはっきりせず、一週間程前から天気予報を見てはタメ息をついていました。前日まで

悩みリーダー部の松浦さんにも相談したり・・・結局、思い切って決行しました。 

当日、やっぱりどよ～んとした空、タク

シーで駅から登山口に向かう途中にパラパ

ラと雨（雪？）もちらついて・・皆の笑顔

が私の心の支えでした。先頭を都澤さんに

歩いていただいて、頂上まで順調に登って

いきました。何も見えない真っ白の中、霧

氷がきれいでした。富士山の方向さえも見

えずどこの山にいるのかもわからないぐら

いで、風も強くなってきて当初予定してい

た「山頂でゆっくりスープを！」は叶わず、

少し山頂から降りた樹林帯の風が遮られる場所でお昼としました。ひな祭りの翌日という

いことで畑野さんが連れてきた（！？）

handmade の可愛らしいお雛様を飾り、プチ宴

会となりました。 

寒さをぶっ飛ばして（なんて）順調に下山、

タクシーに乗るころには雪も降り出し、それ

でも何とか濡れずに降りてこられてひと安心

（ホッ）。今回リーダーをやらせていただいて、

課題はたくさんありましたが、何よりも一緒

に来てくれていろいろフォローしてくれたメ

ンバーの皆さんに感謝です。ありがとうござ 

  いました。 
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陣 馬 山   (854.8m)  
                      記：箱井 節子 

【日  程】2012(平成 24).3.11(日)   

【ﾒﾝﾊﾞｰ】L.箱井、関口(美)、井口、鈴木廣、お試し山行＝大竹一司、大竹理香 

【コース】5:51 南越谷駅＝西国分寺駅＝立川駅＝7:12 相模湖駅…7:35 与瀬神社…9:30 

明王峠…10:25 陣馬山山頂…栃谷尾根…12:20 栃谷休憩舎…13:00 

陣馬登山口ﾊﾞｽ停＝ﾊﾞｽ＝14:07 藤野駅＝高尾駅＝15:35 南越谷駅  

 

今回、お試し山行の大竹さんご夫婦も参加して６人での山行となりました。 

相模湖駅から歩き始めますが、 初から迷ってしまい、皆さんに助けてもらい登山口の

与瀬神社へ。天気は曇り。前日の雪のち雨から比べたらまだ降っていないだけよかった…

と思っていたらガスってきて、ちょっと不安になる時もありました。 

しばらく登ると前日の雪がところどころ残っていて、林道を横切るあたりでは１０cm く

らいは積もっていました。 

木の枝についた雪がチラチラ落ちて、冷たい空気の中、雪をキュキュと踏んで歩き、気

持ちのいい登りでした。 

晴れていれば富士山の眺めがいいらし

い明王峠から尾根道が続き、奈良子峠を

過ぎ、１０時２５分陣馬山頂上です。白

馬が立つ頂上からは 360 度の展望ですが、

残念ながら曇っていて遠くまで見ること

ができませんでした。頂上でお昼にしま

した。 

下山は往路を少し戻って栃尾尾根コー

スです。急坂がしばらく続き、尾根道に

出ると日が差し始め、暖かく感じました。

途中、ふきのとうを見つけたり、売店で

ふきのとうを買ったりしてバス停へ。 

初めてのリーダーで、陣馬山も初め

てで経験もほとんど無く、大丈夫だろ

うかという不安ばかりでした。 

お天気も心配で、前日アチコチ電話

を掛けてしまいご迷惑をおかけしまし

た。 初から 後まで皆さんに助けて

いただきました。 

力不足だったとは思いますが、皆さん

のやさしい励ましのおかげで楽しい山

行ができました。ありがとうございま

した。  
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     鋸 山 
記：澁谷 久美子 

【日 程】2012(平成 24).3.18(日)  

【天 気】晴れ 

【ﾒﾝﾊﾞｰ】L.澁谷、八並、上原、大木、中島 

【コース】南越谷駅＝9:00 保田駅…仁王門…大仏…地獄覗き…日本寺…観月台…12:40  

浜金谷駅…13:20 浜金谷港～久里浜港…久里浜駅＝石川駅…中華街…6:20 

石川駅＝日暮里駅＝北千住駅＝7:30 草加駅 

  ３月１８日に３件あった山行も雨の予報で２件が中止となり、雨でも楽しんで来ますと

強気の発言をしましたが、当日は曇でした。保田駅より関東ふれあいの道“水仙ロード”

を歩きはじめました。春を満喫です。河津桜、梅、菜の花、蕗の薹、つくし、よもぎと中々

登山口に着きません。 

 大仏、日本寺、地獄覗き、岩場が空中にせ

り出し、ちょっとスリルを味わい、石仏、観

月台を見学し、裏参道、車力道コースから浜

金谷港へと向かいました。車力道コースは石

材の階段で車輪の跡がくっきり、シイ、タブ

の木の間から石材を切り出す「切り出し場」

に感激しながら下山しました。 

 一時間近く船を待ち、東京湾を久里浜港へ

と向かいました。約５０分の静かな船(フェリ

ー)旅です。 

 久里浜から中華街。いよいよ昼食です。山

崎会員推薦の関帝廟のすぐ前の店。点心バイ

キング、遅い昼食？早めの夕食とでも言える

時間でしたが、４人で１８品、ぺろりと平ら

げました。 

楽しい一日でした。山行きに参加して

くださった皆様、ありがとうございまし

た。 
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誰でも登れる花の山旅 第１１回目 

丹沢 ミツバ岳～権現山 

                           記：八並 絹代 

日 時：2012. 3. 24(土) 

参加者：Ｌ園木、浅井(昭)、浅井(祐)、杉山、平野、上原、前田、西方、畑野、大門        

鏑木、山﨑、大木、澁谷、和田、石井(美)、石井(文)、阿部、八並、関口、 

山口(敏)、鎌形、黒澤、張替、森、鈴木(里) 

行 程：松原団地 5：50=丹沢湖 滝壷橋 8：40～8：50―ミツバ岳 10：20― 

       －権現山 11：20～11：40―二本杉峠 12：30―細川橋 13：30 

ミツバ岳、権現岳は丹沢湖の北側の山で、車を利用しないとなかなか行けそうになく、

ミツマタの花につられて参加した。 

滝壷橋から小さな滝を眺めてから登山開始。冬枯れの樹林の中、ジグザグの急登は続き

しばらく登ると杉林の所々にミツマタの花が咲いており気持ちを和らげてくれた。 

一時間余りで植林帯を抜け、自然林となりミツマタの花が見えてきた。 

今まで何度もミツマタの花を見たが、こんなにたくさんのミツマタの群生ははじめてで、

中々見応えがあり感激した。ミツマタの群生のなかに手製のミツバ岳の標識と三角点があ

った。ミツバ岳から権現山までは尾根歩きで楽な登山道。一時間余りで権現山に到着し賑

やかな昼食となった。権現山から二本杉峠までの下山道は急坂で慎重に足を運び、二本杉

峠から細川橋に下る植林帯のあちこちにもミツマタの花が咲いており、花を楽しみながら

の下山となった。下山時、少し雨に降られたが中川温泉「ぶなの湯」につかり、足柄ビー

ル園で満開の早咲きの桜を眺めながらおいしい焼肉，海鮮焼きをいただき帰路についた。 

楽しい一日でした。ありがとうございました。 
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丹沢 ミツバ岳～権現山(続き)    

                        記：澁谷 久美子 

 園木さんからの班リーダー指名！びっくり！！ 

 ベテランの先頭を歩くことになりました。すぐ後を石井(文)さん、八並さん、阿部さん、

関口さん、山口さん、石井(美)さんと錚々たるメンバーです。 

「歩調を合わせること」「地図を見ること」「足元ばかり見ないこと」、色々指導いただきな

がらの山行。 

 ミツマタの花に心癒され楽しい花山行ができました。同じ班で歩いていただいた方々、

大変感謝しております。ありがとうございました。 

 

 

佐原(雛祭り)街歩き 

                    記：町田 保     

【 日 程】2012(平成 24).3.10(土)  

【天 気】晴れ 

【ﾒﾝﾊﾞｰ】L. 町田、松井、前田、他１名 

 

当日は、天候にも恵まれまして無事行って来ました。 

佐原では、２～３年後をめどに、ＮＨＫの大河ドラマに地元の伊能忠敬を採用もらえる

よう運動しているようでした。 

４名で行きましたが、雨も小降りでまずまずの街歩きでした。帰りには、酒造所にも立

ち寄りお酒もいただきました。  

 これからも、近場で何処か見つけて行ければ、と思っています。 
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             小 田 野 山・荒 神 山       

記：鈴木 宮子 

【日 程】2012(平成 24).4.8(日)   【天 気】晴れ 

【ﾒﾝﾊﾞｰ】鈴木(宮)、浅井(祐子)、箱井 

【ｺ ｰ ｽ】南越谷 5:52＝塩山駅 8:10＝(ﾀｸｼ-)小田野 8:35…小田野山 9:20…城下 10:10…野

背坂峠 11:40…上市川 12:40…荒神山 13:20…JA 山梨 13:35＝(ﾀｸｼ-)山梨市駅

14:35＝南越谷駅 17:50 

 

  例年より桃の開花が遅れた今年、ならば、カタクリが咲くらしい牧丘の城跡の山に休日 

おでかけパスを利用して出かけた。 

小田野集落の奥までタクシーで入ったが、

登山口がわからず、細い沢に架けられた丸

太 

橋を渡り、落ち葉を踏みしめ斜面をしばら

く登りつめ、よく踏まれた尾根に出たが、

木々に遮られ展望は無い。８８３ｍの山頂

に着いた。三等三角点の標石があり、山名

板もあった。東側には杉の木が多いが、南

側は樹木が無く城跡らしく平地になってお

り富士山を望みつつ一休み。 

 下山、北東方向のコースを行く。登る予

定だったコースを検証しながら、カタクリ

も捜したい思いもあった(鹿に食べられ、今は見られないそう…)。樹林を過ぎ、かつては

果樹園だった畑の間を通り、集落に戻り、変則的な路が交錯している御所集落の民家で道

を聞き、ようやく野背坂の古道に足を踏

み入れた。振り返れば小田野山が急峻な

傾斜を見せていて、かつて山城が存在し

たことを実感させられた。 

野背坂峠あたりは道路工事中で、地図

を広げて確認に時間を費やしたが、左の

道を進み、再び富士山が望める草地でラ

ンチタイム。持ち寄ったご馳走と祐子さ

ん特製のスープをたらふくいただき、上

市川～下市川集落を通り、途中から少々

藪？をかき分けながら荒神山の山頂に着

いた。そこは広い桃の果樹園と電波塔が

あって、東へと下って行くと、桜が咲き始めていて、きれい～！地元では有名なお花見の

名所だそうですよ。牧丘の歴史の山みち山行で又一つ名所を発見。 

祐子さん、箱井さん、ご参加ありがとうございました。  
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甲州街道てくてく歩き  第 7 回（笹子駅～甲斐大和駅 12 ㎞） 

期 日：平成 24 年 4 月 8 日(日) 天気：晴れ             記：石井 文子 

参加者：L 石井(美)、黒沢、小林(陽)、千葉、鈴木(里)、和田、鏑木、阿部、鈴木(廣)、

池本、畑野、平野、大木、上原、木原、田村、杉山、大門、大畑、渋谷、      関

口、小林(真)、石井(文)                 計 23 名 

コースタイム：南越谷 5：52＝＝西国分寺 6：33＝＝立川 6：43＝＝笹子 7：56    

笹子駅 8：10――笹子峠入口 9：00――矢立ての杉 10：00――笹子峠 10：

45――甘酒茶屋跡(昼食 11：00～11：30)――駒飼宿 12：30――13：05 甲

斐大和駅 13：16＝＝高尾 14：21＝＝西国分寺 14：55＝＝南越谷 15：36 

  

今回は、小林真一さんが、初参加です。標高差 400ｍ、甲州街道の難所とされた笹子峠

越になります。 

西国分寺で、乗り継ぎが良く予定より 30 分以上早く駅に着き、二月の寒い北風と闘い

ながらの街道歩きから２か月で気温はゆるみ、桜の花街道を歩けると期待していましたが、

笹子駅に降りたら蕾も固く、開花にはまだまだ一週間以上かかるようでした。 

コンクリートの道を５０分かかって笹子峠の入口まできました。ここからは登山道になり

ますが、時々コンクリートの道があり、日差しも強くて勾配もあり、汗がでます。  明

治天皇野点の地を過ぎて１時間で、目標の「矢立ての杉」に到着しました。澍齢 800 年、

武者が出陣にあたり矢をこの杉に打ちたて武運を祈ったと言い伝えがあります。現在は中

が空洞になり柵があり入れませんでした。杉良太郎が｛矢立ての杉｝というＣＤを出して

いてりっぱな歌碑が不釣り合いに建っていました。 

 アップダウンを繰り返し笹子峠に到着しトンネルがあり、山梨側から寒い風がふいてき

ました。旧街道はそこを右側にある登山道を歩き、昼食の場所を探したら甘酒茶屋跡でし

た。笹子沢川沿いを歩き丸木橋をわたり、峠を下るとセメント工場に出てコンクリートの

道になりました。気温が高くなってきました。  

 駒飼宿の養眞寺には、松姫桜が一本

植えてあり、「武田家の 無念の終焉 

しのびつつ 松姫桜苗植うるなり こ

の江」と歌碑が建っていてここが武田

家終焉の地だったことが判りました。 

予定より 2 時間早く甲斐大和駅に到

着し 13：16 発の電車に乗る事ができま

した。   

次回は 11 月 10～11 日、25 ㎞ 

石和温泉泊の予定です。                        

矢立ての杉 
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最終回 花の山旅（日本翁草）神成山 
日 時  2012 年 4 月 8 日(日)                 記：園木 毅 

メンバ－Ｌ.園木、小野寺、兼堀恵美子、兼堀善和、森、小宮、鎌形   

コ－ス 上信電鉄南蛇井駅(9：40)～西宮吾妻山(10：35)～翁草群生地(10：45)～神成山

(11：30～12：05)～宮崎公園～上信電鉄神農原駅(13：00) 

誰でも登れる花の山旅１２ヶ月にはたくさんの皆様に参加いただきありがとうございま

した。今回にて 終回となりました。 

  神成山は３００メ－トル前後と標高は低いですが、９の峰から成りチョットした縦走気

分が味わえます。 

高崎よりロ－カル線の上信鉄道に乗車します。銀河鉄道９９９です。「なんじゃい」と

いう変な名の駅で下車。神成山、日本翁草を目指します。山麓の神社は今日お祭りです。

地元の方からお神酒とお赤飯をいただきました。ありがとうございます。西宮吾妻山から

少し下ると日当たりの良い斜面にお目当ての翁草がありました。地元の方が大切に管理し

ているようです。辿る稜線からは町並みと銀河鉄道９９９のペイントをした車両がジオラ

マのように走っています。 

神成山山頂からは大好きな西上州の山々がパノラマに広がります。 

  山頂では別の神社のお祭りです。またまた、お神酒とお赤飯をいただきました。下山後

は富岡製糸工場見学、高崎観音温泉、おっきりこみにビール山旅を満喫しました。 

  運営委員会企画  『 誰でも登れる花の山旅 １２ヶ月 』には延べ１９０人の皆様

に参加いただきました。感謝いたします。 

参加の皆様お疲れ様でした。また、いろいろとお手伝いしていただきありがとうござい

ました。 

５月 下権現堂山（イワウチワ、タムシバ） 

６月 三窪高原（ヤマツツジ） 

７月 榛名 相馬岳（ユウスゲ） 

８月 入笠山 中止 

９月 雪頭ヶ岳（マツムシソウ） 

１０月 箱根 湯坂路（ススキ） 

１１月 奥武蔵  関八州見晴台（ユズ） 

１２月 西上州 桜山（フユザクラ） 

１月 駿河 浜石岳（ミカン） 

２月 秩父 四阿屋山（節分草、福寿草） Ｌ.畑野さん 

３月 丹沢 ミツバ岳（三椏） 

４月 西上州 神成山（日本翁草） 
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★2012 年 4 月 10 日 火曜日                  記：新庄 八重 

★L 新庄、小宮、千葉、黒澤、大畑 

★松原団地 5：30⇒北関東笠間西 IC⇒大川戸 P  7：20-7：35…三
み つ

登
と

谷
や

山
さ ん

8：30-8：40 

…雨巻山
あ ま ま き や ま

9：35-10：20…御嶽山 11：30-11：40…足尾山 11：50…大川戸 P12：30 

 
 

 

車窓から愛でた満開の桜も、登山口に近づくにつれて梅の花が見頃を迎えていた。 

スタート地点となる大川戸 P にはハイキングマップや綺麗に掃除の行き届いたトイレが整

備され、地元の山愛好家の熱意を感じ気持よく歩き始めた。 

林道を南に進むと直ぐに三登谷山への道標がある。暫く杉林を登ると尾根に出てスター

トして小 1 時間ほどで三登谷山に着いた。北側が開けていたが今日は残念！春霞で遠望は

利かない。少し下り栗生からの道を合わせると南側が開けた展望台に着き、かろうじて芳

賀富士が確認できた。大田から来た中年男性 5 人組や清掃を兼ねて登る地元の方とお話を

する。この辺りから痩せ尾根の雰囲気が漂う気分のよい登山道となる。山桜、松、ツツジ

が随所に生える小ピークを越え、階段を上がると雨巻山に着いた。広い山頂のベンチで黒

澤さん持参のお赤飯を頂いた(実は当てにしていた)。重いのに皆の分まで背負って来てく

ださり頭が下がります。お味もまた格別でした。 

ゆっくり休んだ後、明るい雑木林の尾根を下って 453ｍ峰を登り切ると「猪転
ししころ

げ坂」。 

名前の如く急下降であったが、ジグザグな道は意外と歩き易かった。 

同じコースを前後しながら歩きすっかり顔馴染みとなった大田 5 人組から、私たちは「徘

徊グループ」と命名をされて思わず噴出してしまう場面も。おばさんに限らずおじさんも

結構シビアな発言をするんだ～。しかし的を射た観察力には脱帽、脱帽。 

ミニ縦走は続き、次に着いた御嶽山の頂上は狭く、今日 後の眺望を楽しんで鎖場を下

りた。登り返して足尾山を通過し、大川戸 P までは沢沿いの道を下った。山の芽吹きも花

も春本番にはまだ早かったが、随所で見掛けたミヤマシキミだけが地味な存在ながら白く

小さな花弁を集めて、ひとり気を吐いていた。 

※この周辺は平安の昔より「西の吉野、東の桜川」と称されたサクラの名所。4 月中 

 旬～下旬には、自生の山桜と木々の芽吹きで桃源郷のような景観となる。 

 

 

雨雨巻巻山山    533ｍ 

雨巻山 磯部桜川公園 
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鹿沼岩山での岩トレ（標高約 300ｍ） 

記：森 律子 

日  時:2012 年 4 月 6 日 

メンバー:L 松浦、SL 浅井、鈴木(勝)、大門、大竹(一)、大竹(理)、鎌形、管野、新島、三

浦、森  

コ ー ス:松原団地西口 5:30→日吉神社 7:25→鹿沼岩 7:50→終了 14:00→松原団地着

18:00 

 

ちょっと岩山にも興味がありクライミングジムに通い始めたばかりで、待ちに待った岩

トレに参加いたしました。 

初めて触れる岩の感触を確かめながら、足の掛ける場所を感覚で探し壁面を上へ昇って行

きます。ジムと違ってルートは自分で探し時には手のかかる場所を探してあせることもあ

りましたが、何本か上がっているうちに慣れてきて何度でもチャレンジしたくなりました。 

昼食の休憩時間にもちょっと

難しい壁面を 3 回チャレンジし

登ることができ大満足！今まで

は、岩登りは特別な人ができる

ことで自分には無理かと思って

いましたが、ちゃんとサポート

していただけるすばらしいリー

ダのおかげで、また一つ出来る

ことが増えました。 

高い所が好きで近くの公園の

木に登っては木の上から景色を

ボ～っと眺めたり空を飛ぶ夢を

よく見る子供だったと思いだし、山や岩から見る景色に安らぎを感じるのも自分に合って

いるからなんだなぁ～と感じました。 

ジムでもビレーの練習やフォームなど色々とご指導いただきながら、岩トレに参加しも

う少し難しいルートにもチャレンジしたいと思います。またこの岩トレを通してこれから

の山行に生かしていきたいと思います。 
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       明神ヶ岳(1169m)・明星ヶ岳(924m) 
                (神奈川県箱根町)                  記：山﨑 正夫 

【日 程】2012(平成 24).4.19(木)      登山標高差＝869m 累積高度＝893m   

【天 気】曇 

【ﾒﾝﾊﾞｰ】山﨑 

【ｺ ｰ ｽ】8:50 大雄山 乗寺(300m)～9:50 見晴小屋～10:20 神明水～11:00 明神水～

11:25 明神ヶ岳～12:25 宮城野分岐(913m)～13:15 明星ヶ岳～15:05 塔ノ峰

(566m)～16:10 阿弥陀寺～16:25 箱根湯本駅～16:40 小田原駅～19:00 草加駅 

 前回(山の会入会前)は参道の延々と続くあじさいが満開の時歩いた。その時は天気が悪

く富士山を見ることができなかった。 

今回、寒川町での同窓会に出席、それから小田原市でコゴミを促成栽培している友人を

訪ねた後、間近で富士山をゆっくり眺めたく再度このコースを歩くことにする。 

桜が満開の 乗寺境内を参拝、３８００ｋｇあるという大きな和合下駄の前を通り登山

口に進む。杉林の急坂を登ると１２体の石仏群を見る。２本の林道を横切りようやく明星

ヶ岳見晴小屋に着く。さすがに平日、静かな歩きを楽しむ。樹林を進むと神明水が流れ出

ている。次の明神水は水はあまり流れ

ていない。錆びたリフトの台座を過ぎ、

掘り込まれた道を進むと明るい笹原に

出る。金時山は見えるが、富士山は見

えない。駒ヶ岳の頂上も雲の中。よう

やく明神ヶ岳山頂に着く。山頂では一

組が昼食を摂ろうとしている。気持ち

の良い尾根道を大正１１年４月２２日

の摂政宮殿下登山記念碑の前を過ぎ、

駒ヶ岳の頂上もやっと見えてくるが、

富士山は全く見えず。毎年８月１６日

に大文字焼が行なわれる明星ヶ岳に着

く。明星ヶ岳は頂上がハッキリしない。

その代わり、御岳大神、白河大権現の

碑や石仏が設置されている。 

ここから、塔ノ峰に向かう。途中、

南向の斜面で、駒ヶ岳・二子岳を見な

がら食事をする。その後、アスファル

ト舗装の林道 900m 歩きを強いられ、再

度登山道に戻り、塔ノ峰に着く。修行

の岩屋を見物後、山を下り阿弥陀寺に

着く。箱根湯本駅まで歩き、一路、山

の会の例会に向かう。 
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茂 来 山 （信州百名山）  １７１７．８ｍ 

記：兼堀 善和 

山行日：平成２４(2012)年４月２１日（土） 

山行者：L 兼堀(善)、山崎、浅井(昭)、新島、関口、森、石井(美)、石井(文)、杉山、 

    黒澤、千葉、鈴木(里)、西方、大畑、新庄、田村、渋谷、平野、兼堀(恵)、

牛山、阿部、下川、浅井(祐)、小林(真)、小野寺、松井、小林(い)、張替 

（計２８名） 

コース：霧久保沢コース 駐車場 9:20～登山道入り口 10:00～トチノキコブ太郎             

        10:30～大王トチノキ 10:50～11:45 山頂･昼食 12:30～駐車場 14:50＝八ヶ岳 

ﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ入浴 16:20＝松原団地駅 20:20    

 

４月リーダー当番さてどうしよう…という時、会社の同僚から茂来山の話しを聞く。 

花は綺麗で、山頂の眺めは 高との事。さっそくネットで調べた、なるほどと茂来山に決

めた。   

まずは茂来山の紹介…もとは貰井山と書いた、昔八ヶ岳の名前を付けるには峰の名前が

七つしかなかったので東方にある貰井山をもらって八つとし八ヶ岳とした。そこで貰井山

から茂来山と呼ばれる様になった。今ではお嫁さん（お婿さん）を貰いたい縁結びの山と

して人気だそうだ。 

 初リーダーだったのでかなり緊張していたが、ベテランさんから私たち新人まで総勢 

２８名で松原団地をバスで出発。ここのところ毎週土曜日雨なのが心配。上信越道に入り、

桃と桜満開の花に迎えられ素晴らしい眺め、霧が濃かったが佐久インター辺りから晴れ間

も見え一安心した。 

駐車場到着後、３班に分かれていざ出発！緩やかな登りで川のせせらぎが気持ち良い。      

途中に国の＜森の巨人たち百選＞で長野県内で選ばれた４本のうちの１本トチノキコブ太

郎に出会う。コブだらけの巨木に感動！ 大王トチノキから急登になってきた、振り返れ

ば浅間山が雲海の上にクッキリ綺麗！頂上付近は残雪と氷の道、這いつくばって登って行

った。キツイ・こんな厳し

い山か～参加者に申し訳な

いと思いながら登り、つい

に頂上に着いた。３６０度

パノラマ、素晴らしい眺め

に驚愕。素晴らしい。なん

と言う眺め。八ヶ岳もくっ

きり。各班にかなりの時間

差がついてしまったが昼食

をとる。頂上は意外と暖か

く晴れていて良かった。下

山は残雪がある所でアイゼ

ンを付けた、初めてのアイ
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ゼンが雪道にこんなに有効か

とつくづく思わされた。全員

無事駐車場に到着しバスに乗

り込む。ホッとした。そこか

らリゾートホテルに行き、入

浴。露天岩風呂で疲れを取り、

バスの中で一杯やりながら帰

路に着いた。 

初めてのリーダーで、且つ、

２８名参加者のバスハイクに

かなり緊張し心配したが、終

わってみれば、残雪がありか

なり大変だったが、皆さんに

初めての山ということもあり

喜んでもらえたようなので企画して良かったと思う。 

また機会があれば何か企画しようと思う。 

皆さんの協力に感謝します。有難うございました。 
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期  日：平成 24 年 4 月 29 日(日)               記 大畑 英子 

参加者：L 新庄、千葉、上原、黒澤、大畑 

コース：新越谷 6:07 ⇒西国分寺 6:55⇒高尾 7:26…上野原 7:54－8:17(井戸行バス)… 石

楯尾神社前8:45－9:00…佐野川峠9:55…甘草水10:15…三国山10:35－11:15…生

籐山11:20…連行峰11:55…醍醐山13:15…醍醐峠13:30…和田14:30…藤野15:11 

 

桜が見頃だと言うのでとても楽しみにして参加しました。 

当日は素晴らしい天気に恵まれ気分も絶好調、期待通り桜も見事に咲いており私たちを迎

えてくれました。 

 

上野原駅に着くと駅前は大勢のハイカーで溢

れ、行き先別に長蛇の列を作っていました。幸

い私たちは早目に乗車できたので、座席に座れ

て一安心しました。25 分位バスに揺られて石楯

尾神社前で下車、9 時頃から歩き出しました。

山道は歩き易く、途中可憐なスミレの花に沢山

出会えて心が和みました。 

 

そして、今回は何と言ってもお花見山行と言うことで、昼食タイムには千葉さんが持参

した缶ビールで乾杯！他にもお赤飯、煮物、厚焼き卵、お新香、炒め物、フルーツなどな

ど沢山の料理がテーブルに並べられ豪華なランチとなりました。 

皆さんご馳走様でした。下山時にはタラの芽を採る楽しみもありました。 

お花見山行バンザ～イ！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お花見山行 生生  籐籐  山山    999900..33ｍｍ   

甘草水の桜と富士山 

生籐山山頂 

甘草水 
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            残 雪 の 谷 川 岳 

山行日:４月２９日（日）昭和の日             記：加藤 紀久代 

参加者:L 浅井裕・SL 浅井照・山﨑・尾崎・樋口・森・加藤 

待望のゴールデンウィーク、残雪の山。今年の冬は特に長かったせいか、本物の春の到

来は、喜びも格別の感がする。自分にとって残雪期の山は特に好きである。まだまだ真っ

白い雪に覆われ冬を思わせる山頂付近、桜が咲き芽吹きが美しい春本番の中腹、そして、

もうすっかり緑に包まれ夏の様子を窺わせる山麓、と３つの季節が一度に感じられる時だ

からである。裕子さんのおかげで、その３つの季節を感じられる絶好の時、絶好の場所へ

出かけた。5:30 松原団地駅を浅井さんの車で出発。心配された渋滞もさほどなく 8:20 谷

川岳ロープウェイ駐車場に到着した。天神平スキー場はゴールデンウィークで快晴でもあ

り、スキーヤーも登山者も多い。気温は高く、風もないため、裕子さんと森さんは雪の中

でも半袖になり、8:55 元気にスキー場を出発した。急登で高度をかせぎながら、１時間ほ

どで、避難小屋に到着。積雪はまだ２ｍあるため、屋根がちょうどよいベンチ代わり。山

﨑さんが小屋と雪の壁の間に手袋を落とすというハプニングがあった。途中でアイゼンを

装着し、１時間３０分ほどで肩の小屋に到着した。浅井さんご夫妻は早くも、ビールを購

入し、雪の中に埋めた。ザックを小屋の前に置き、谷川岳頂上「トマの耳」に 11:45 到着

した。山﨑・尾崎・森・加藤の

４人はもう一つのピークである

「オキの耳」の登頂も果たした

後、肩の小屋前で 12:30 昼食を

とる。寒さは全くない。３６０

度の大パノラマで、遠くには尾

瀬の山、平ガ岳等の越後の山、

上越国境の峰々等に囲まれ、真

っ青な空、白い峰々をながめな

がら 高の昼食をとった。13:00

下山開始。裕子リーダーはシリ

セードで豪快に滑り降り、みん

なが後を追った。下りのなんと

早いことか！あっという間に、避難小屋に着き、浅井さん、森さんの活躍で山﨑さんの手

袋は雪解けを待たずに持ち主の手に戻った。みんな思い思いに、滑ったり、歩いたりしな

がら 14:30 天神平スキー場に着いた。湯檜曽や谷川温泉あたりは桜が満開であり、車の中

からお花見を楽しんだ。谷川温泉で汗を流し、帰路についたのは 16:30。裕子リーダーの

的確な判断で、北関東道経由で帰り、余り渋滞もなく、19:30 草加着。駅前の韓国料理店

において生マッコリで乾杯しながら、満足感いっぱいの山行を振り返った。 

やはり、残雪期の山は 高！ 今年の雪がもうすぐ消えてしまうと思うと、長かった寒

い冬への哀惜の念がいっぱいである。やはりゴールデンウィークはその名のとおり、黄金

週間だと実感する。裕子リーダー初めメンバーの皆さん、お世話になりました。 
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        桧 沢 岳 ・ 笠 丸 山 (西上州) 
                                        記：下川 賀也 

【日 程】2012(平成 24).4.29(日)～30(月)   

【天 気】晴れ 

【ﾒﾝﾊﾞｰ】L 園木、兼堀(善)、小野寺、石井(文)、下川 

 

 １泊２日で西上州の山を目指す。目的はツツジの花である。 

【１日目】  

桧沢岳が車道から見えてくると、頻

りに車を止めて咲いているか気にする

が、あまり見えない。登って西峰に出

る。景色は良いが、やはり花が少ない。

東峰は祠があり、昼食をして、祠の裏

より北へ下り岩壁下の神社に出る。あ

とは雑木林や杉林を下れば車道に出る。

西峰から東峰に行く所はロープが有り

注意したい。 

 

【２日目】 

笠丸山登山口の駐車場より少し下っ

た所はスイセン、ツツジ等が家の周り

や山の斜面一体が満開だ。笠丸山山頂

は１本のツツジが枝一杯に花をつけて

いた。今回の山行の中では 高の花ぶりだった。

さて、三角点は西へ少し西へ行った所に、展望も

良いが人も多く早ばやとロープを伝い下った所が

地蔵峠で、あとはルンルンの良い道を下山する。 

 さて、リーダーは地理が詳しい。夜叉山、スカ

イブリッジ、神流町の鯉のぼり、神社の枝垂れ桜

など観光してそれはそれは楽しい山行でした。あ

りがとうございました。 
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天 狗 岩 ・ 笠 丸 山 

期日：2012.4.30   参加者：Ｌ芳野、前田、鈴木(廣)、山本   記：芳野 光夫 

上野村には中之沢源流域自然散策路のセラピーコースが有り、以前から何度か歩

いていました。特に 5 月はオオルリが見られ、鹿や猿やオコジョ、ハクビシンなど

見ることができました。花もウツギやサンショも咲いています。昨年、今井通子氏

の講演とセラピー体験に参加しました。一週間前に天狗岩の山開きが行われたそう

です。３月の総会の時に、前田氏と鈴木廣さんと今回の山行を決めていました。 

 5 時 30 分松原団地を出発する。天気は曇り空、下仁田ＩＣまで高速道路を走り、

湯ノ沢トンネルを抜けて天狗岩の登山口の駐車場に着く。7 時 30 分、沢沿いに歩き

始めると、すぐに二輪草やエイザンスミレ、ネコノメソウなどの花々が出迎えてく

れる。オオルリの声が響き渡るが、姿はなかなか見えない。分岐点を過ぎ、二輪草

の群生地を通過するが、そこではまだ花が咲いて無くて残念だった。8 時 30 分、標

高 1180ｍの天狗岩山頂に着く。曇り空で遠くが見えないので、展望台に行かないで

下山する。しばらくすると芽が出たばかりのカラマツ林に出た。オオルリの声をた

どると、カラマツの上にオオルリを見ることができた。そして花々を見ながら下山

し 9 時 30 分、予定通り駐車場に着いた。ここから林道を走って、笠丸山の登山口ま

で行く。林道の景色が素晴らしく、新緑の中ミツバツツジやアカヤシオの花が冴え

気持ちよかった。9 時 50 分、新高畑橋の登山口に着いた。10 台以上の車が止まって

いて人気の山だと思われる。住居附の登山口まで車道を歩くが、ミツバツツジや花

モモ、レンギョなどの花々が咲き誇り、桃源郷の装いである。約半年ぶりの登山に

なるので、なかなか登りは辛かった。ここではオオルリの声は聞こえない。遠くの

アカヤシオの花を見ながら歩く。11 時 30 分、南峰に着く。岩場を 15 分ほど歩いて

北峰の頂に着く。そこで昼食を取った。以前来た時より花は少なかった。ヒカゲツ

ツジの花も数輪しか咲いていなっかた。急坂を降り、地蔵峠で一休みして駐車場ま

で降りる。13 時に着いた。住居附沢川沿いに車を走らせ、村役場近くに着いた。そ

こから少し戻って建て替えられた森の体験館を見に行く。以前より入りにくい感じ

がして、寄らずに帰る。 

 野栗沢温泉に行ったが、閉まっていて手前の国民宿舎の温泉に入る。国道 462 号

線を本庄児玉ＩＣまで走る。途中神流町でこいのぼりの大群をみて帰る。高速道路

も少し渋滞していたが、18 時を過ぎたころ松原団地に着くことができた。 
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北アルプス 燕 岳（標高約 2763ｍ） 

記：大門 京子   

日  時 2012 年 5 月 4 日(金) みどりの日 

メンバー L 浅井(昭)、浅井(裕)、加藤、鎌形、森、新島、大門  

コース  浅井宅4:30→関越～信越→7:50豊科IC→8:45中房温泉P～9:20登山口～12:20

分合戦小屋 12:40～13:55 燕山荘 

     6:00 燕山荘～6:40 燕岳山頂～7:15 燕山荘 7:25～8:00 合戦小屋 8:20～10:40 

中房温泉 P→10:50 有明荘→浅井宅 

 

【１日目】 憧れの北アルプスだったので、燕岳の山行計画に思い切って参加希望を出し

た。３日～４日の予定を３日１日中雨の為４日～５日の日程に変更しての出発となった。 

朝、浅井さん宅に集まり、１台の車に全員乗り出発、高速道路も特に渋滞もなく順調に

流れた。途中雨が降ったり、晴れ間が出たりまだ不安定な空模様だ。 

登山口に中房温泉に着いた時は晴れて、強い日ざしが暑く、登山口まで歩くと汗をかい

た、登山口から樹林帯の急登が続く浅井さんのリードで第 1 ベンチまで３０分と順調な歩

き出しだ第 2 ベンチから第３ベンチと少しずつ残雪も多くなってきたので注意して歩く。 

第３ベンチからは皆アイゼンを付ける。ときどき雲の切れ間から見えるアルプスの白い

姿を励みに頑張って歩く。 

合戦小屋のベンチには大勢の登山者で混んでいた。軽く昼食をとりトイレをすます。 

目の前に見える 後の急登へ向かい歩きだす。少し行くと風が強くなり雨が降り出す。雪

に変わり吹きつけてきた。冷やさないように上着を着る。急登を過ぎると雨もやみあとひ
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と頑張りで燕山荘に到着です。山荘から山頂へ向かう方は真っ白です。 

明日に期待して山荘内に入る山荘の上の方の階段を上がった時一瞬目まいがして倒れそう

だった。今日一番の難所？だった。早めの到着だったので、談話室で休憩する。 

夕食はとても美味しくてごちそうでした。主人の名物のアルペンホルンを聞き冬山の注意

点についての話を聞く。食後も皆で山の会の 初の頃の話、バスハイクの話、行きたい山

等話に夢もふくらみ９時前には就寝ｚｚｚｚ・・・ 

【２日目】 朝４時過ぎに起床、昨夜は吹雪か？ 

一晩中風の音がしていた。今朝もまだ無理できない様子。朝一番目の食事の時間に食事を

して、出発に向けて準備をする。支度を終へ６時に外へ出て様子をみる。風があるので、

雲が流されて青空も見える。リーダーの判断で「今なら山頂まで行けそうだ」という事荷

物を置いて燕岳山頂を目指して歩く。風が強いので十分注意して歩く。とても寒い。途中

イルカ岩、ゴリラ岩、メガネ岩を見ながら山頂に立つ。ここでも槍は見えないが、大天井

～裏銀座の山並みが連らなっている。 

山頂まで来て良かった～ 高でした。来た道を山荘まで戻り荷物を背負い下山する。 

下りは合戦小屋でアイゼンをはずしての下山だったのですべりながら、ころびながらの下

山。 

今日も良い天気だったので登ってくる人たちも大勢いました。下りがすごく長く感じたの

で、これだけ登ってきたんだと感心しました。 

中房温泉「有明荘」で汗を流して帰る。信州の美味しいおそばを食べて「大王わさび農場」

へ寄り道をしてもらう。お疲れさまでした。 

 

★４日は北アルプス・白馬岳、爺ケ岳、涸沢岳で相次ぐ遭難がありました。私たちも十分

気をつけて登山を楽しみましょう。 
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 両 神 山 ・ 二 子 山 

記：大竹 一司 

山行日：２０１２年５月５日(土)～５月６日(日) 

メンバー：大竹(一) 大竹(理) 

コース：【5/5】日向大谷登山口第２駐車場 4:45・・両神山登山口 5:15・・会所 6:00・・

(清滝コース)・・清滝小屋 7:50・・両神神社 9:10・・9:55 両神山頂 10:30・・ 

清滝小屋 11:30・・登山口 13:30・・国民宿舎両神荘 14:45 

【5/6】両神荘 7:40・・8:10 坂本登山口 8:20・・股峠 9:20・・西岳稜線 10:00・・

(引き返し)・・股峠 10:20・・魚尾道峠 11:00・・坂本登山口 11:35 

 

ゴールデンウィークの山行計画として、以前から行ってみたかった両神山に行ってきま

した。ノーマルコースの大谷口からでも標準タイムが 7 時間位で、日帰りでは行きにくく、

たまたま両神荘の予約が取れたので１泊２日で両神山と二子山のセットで計画を立てまし

た。両神山は、以前秩父方面に行った時に、ギザギザの山容を目にし、険しそうな特徴の

ある山で、登山意欲の沸く山でした。二子山はガイドブックで見ると、ロッククライミン

グをやる険しい山ではあるが、上級コ

ースをさけて一般コースを行けば楽し

めてなんとかなるだろうと思い、両神

荘からも短時間で行けるので２日目の

計画に入れました。 

1 日目の両神山は、人気があるので

混雑を予想し駐車場に 4：45 頃に着い

たにもかかわらず、第一駐車場は満車

で第二駐車場に停めることができた。

登山コースは一番ノーマルコースなが

ら標高差 1000ｍあるので、清滝コース

の沢沿いの春の美しい新緑と草花(スミレ、ニリンソウ)をながめながら、ゆっくり歩き、5

時間近くかかってやっと頂上に到着。山頂は非常に狭く大変混雑していて、写真を撮り、5

分くらい景色を眺め、少しおりて広い

場所で昼食をとった。当日は天気に恵

まれ富士山・八ヶ岳・北アルプス等素

晴らしい景色を見ることができた。山

頂付近のアカヤシオはまだつぼみの状

態で残念ながら花は見ることができな

かった。 

登りは途中にクサリ場もあり、混ん

でいたため時間がかかったが、それほ

ど疲れは感じなかったが、下りは標準

タイムの 2 時間半位で降りることがで
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きたが、ヒザにきてとても疲れた山行でした。初日は、両神荘の温泉にて疲れを取って終

了。 

2 日目の二子山は初日の両神山と違って人も少なく静かなところで、坂本登山口に車が

3 台あったが途中西岳稜線にでるまで誰にも会わなかった。股峠までは 1 時間ほど沢沿い

の道を歩き、股峠付近にはニリンソウの群生地があり、ここのニリンソウはすばらしく、

他でみるよりも花びらが大きく、色もピンクがかってとてもきれいな花でした。峠に着い

た頃には雨が少し降りはじめ、小粒の雨だったのでカッパを着て西岳山頂に一般コースで

向かう。しかし、ガスもかかりはじめ、西岳稜線に上がったときには雷も鳴りはじめる。

ちょうどその時山頂方向から引き返す 2 名と出会い、聞いてみると、山頂まではすぐそこ

だというので、自分だけでも行ってみようと少し進むと、ガスも立ち込め、両脇が切れ落

ちた岩場の細い尾根なので、これ以上は危険と判断し残念ながら引き返すことにした。そ

の後股峠まで戻り、ロ－ソク岩を巻く一般道に出て魚尾道峠経由で、途中雷雨が激しい中、

坂本登山口まで、コースタイム１時間

の所を 30 分強で、走るように降りて終

了。今回の山行前に鹿沼の岩トレで多

少なりとも基本を勉強させてもらった

ので、両神山では、鎖や、ロープに頼

らず余裕を持って行う事が出来ました

が、二子山では、天候のせいもありま

すが技術や経験不足を実感し、登頂を

断念してしまいました。今後はもっと

技術と経験を身に付け両神山の八丁尾

根や、二子山の上級コ－スにチャレン

ジしたいと思います。 

 

              坪  山 

期  日：２０１２年 4 月 29 日(日)           記：大竹 理香 

参 加 者：大竹(一) 大竹(理) 

コ ー ス：八潮南 IC 6:00―坪山登山口 8：00・・・西ルート口 8：10・・・坪山山頂・・・

尾根コース・・・びりゆう館 12：00・・・登山口 12：30―小菅の湯 13：30―

―自宅 18：30 

  

天気にも恵まれて、暑くもなく、寒くもなくとても気持ちのいい山行となりました。花

がとてもきれいでした。ヒカゲツツジ、ミツバツツジ、イワウチワ、スミレなど咲いてい

ました。４時間半くらいの山行だったので疲れも余りなく、私にとってはちょうどいい位

でした。 
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                 鳴 虫 山 
                                         記：木原 初枝 

【日 程】2012(平成 24).5.12(土)     

【天 気】晴れ 

【ﾒﾝﾊﾞｰ】L.小林(陽)、上原、黒澤、尾崎、田村、木原、和田、張替 

【ｺ ｰ ｽ】春日部駅 6:54＝東武日光駅 8:26～登山口～神ノ立山～鳴虫山山頂～合峰～独標

～第一発電所脇～憾満が淵～総合会館前～東武日光駅 15:59＝春日部駅 18:00 

 

    久し振りの山行で鳴虫山も初めてです。新緑の中を歩きたく参加しました。杉林の所も

多々ありますが谷側には男体山を眺めながら三ツ葉ツツジの紫の花が多く緑の中でとて

もきれいです。 

    アップダウンを繰り返しながら２時間程で山頂に着きました。いくつかのグループがい

てそこそこ賑わっていました。ここで駅

で買ってきた湯葉の駅弁を食べる。美味

しい。満腹。昼食を済ませて下りです。

登山道がかなり荒れていて木の根が多く

急な箇所があり登りより気を遣う。唐松

の新芽がきれいで良かった。下山して憾

満が淵を歩く。川の水量が多く、流れが

急で渦をまいてました。見事です。それ

とずらりと並んだお地蔵さん。満開の八

重桜の美しさ、山々の新緑にとても満足

した山行になりました。同行の皆さん、

ありがとうございました。 
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       大 岳 山  （1266.5ｍ）             記：森 律子 

期  日：2012 年 5 月 11 日(土) 

参 加 者：森（単独） 

コ ー ス：6:45 南越谷→9:50 御岳山駅→10:50 御岳山荘→11:09 大岳山 11:34→12:29 鋸→ 

13:43 愛宕山→14:01 奥多摩駅 

 近頃「パワースポット」に興味があり、ＴＶで御岳山がパワースポットと知り、また新

緑で樹林帯の尾根を歩くと気持ちいいあ

だろうな～と考え、帰りの温泉入浴地も

念頭に初めて山行を計画しました。御岳

山では犬の祈祷もあるので参道では沢山

のワンちゃんと出会い、しっかりパワー

をいただき、いざ登山道へ、大岳山目指

して気持ちのいい樹林帯を歩きます。大

岳山荘から山頂までは少し岩場になり急

登になりましたが、ほどなく大岳山山頂

に到着～昼食後一番歩きたかった新緑の

尾根を歩きます。登山者ともあまり合わ

ない静かな尾根を独り占めで気持ちよく歩いていると、背後から怪しげな？鈴の音が・・・

初めてのお一人様山行で、ちょっぴり不安になってきました・・鈴の音は近付くことなく

一定の距離で聞こえています。意を決し

て水分補給の傍ら鈴の主をやり過ごして、

鋸山に到着、少し休憩し歩きだすとほど

なくあの鈴の音が・・どうやら、歩くペ

ースが同じみたいなので、休憩のときに

思い切って声をかけてみました。鈴の主

もお一人様山行で、このコースは初めて

の様でした。話をしてからは、お互い自

分の歩くペースは保ちつつ、休憩では少

し話をしたり、道が分からなくなりそう

な時は、声を掛け合って無事下山となり

ました。 

一期一会の出会いでしたが、こんな山の歩き方もあるんだな～と思いました。 

お楽しみの温泉では 2 名様以上 100 円引きのクーポン券を持っていたのですが、あいにく

のお一人様・・2 人づれの方に声をかけて一緒に入ってもらい 100 円引きで無事入浴・・

この山行を通じて人見知りで、「石橋をたたき割る」自分がすっかりたくましく成長し、自

分の山歩きのレベルが少し分かった様な気がします。 

また、今回の山行のもう一つの目的は雲取山の情報を集めること・・帰りに奥多摩ビジ

ターセンタへ寄って、ルートや宿泊について色々と調べてきました。 

雲取山では、テント泊もしてみたいな～と色々と夢は膨らむばかりです。 
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期 日：2012 年 5 月 12 日(土)～13 日(日)            記：千葉 かつ子 

参加者：L 千葉、鈴木(廣)、染谷、松井、阿部、鏑木、小宮、下川、山本、山口(敏)、鈴

木(里)、新庄、渋谷、兼堀(喜)、兼堀(恵) 

コース：松原団地 5:30 ⇒ 関越六日町 IC ⇒ しゃくなげつくしキャンプ場 8:30 
 

松原団地を出る時はお天気上々で、今日は 高の山になると信じて出発です。長～い関越

トンネルを抜けたら…大雨です。残念！直ぐに飯士山を中止と決定。 

まだ AM8:00 何処にも行く所もないし、とりあえずバンガローに行こうと決め車を走らせ

る。まだ山に行っていないのに、AM7:30 には開けるといういつもの酒店に寄って八海山を

買い求めました。朝早いのは良い事もあるんです、お店のおばあちゃんがお茶や野沢菜漬、

コゴミのお浸し、自家製の奈良漬（八海山の酒粕で漬けた）を振舞って下さいました。お

土産に板粕も頂き一路雨の中をバンガローに向かいます。 

タイミングよく掃除に来た係りのお姉さんに、鍵を借りる事ができホッとしました。今日

のこれからの行動を皆で話し合うが「寺泊に行って旨いものでも食べようじゃね～か」の

一言で決定です。ちょっぴり不満でしたが一人反対してもと寺泊に決めると、外に出た山

本さんが「千葉ちゃん、山菜採れるよ～」。何と雨も上がり青空が見えていました。「嬉し

い！坂戸山ね」と、早速山の用意をして出発です。 
 

去年 7 月の大洪水であちらこちらの山が崩れ落ち、山肌の見えている所が沢山あり、タラ

の芽が沢山採れる三国ダム方面も入る事が出来ませんでした。 

AM11:15 坂戸山一本杉方面から登り薬師尾根を下山、PM2:30 駐車場。 

採れないと思っていた山菜はワラビ、タラの芽、コシアブラ、コゴミ、ウドと 15 人分しっ

かりと手に入れる事ができ私は満足しました。 

PM3:00 慣れてきたのか手際よく山菜の整理を済ませ「さぐりの湯」に入って PM6:00 から

宴会です。「作り過ぎじゃねえのか～」の声もありましたが、終わってみれば殆どの皿が空

になり 4 升近いお酒も殆ど空っぽでした。 

次の日の山の事はすっかり忘れて飲みすぎた感じ、目覚めたら頭が重い。早々に朝食を済

ませ AM7:30 飯士山へ。晴天の中、汗を掻き掻き頑張ったが山菜は全くありませんでした。

飯士山が昨日でなくて良かった！雨が私に味方してくれました。 

雨もたまには良い事もしてくれるのだとこれ程雨降りを喜んだ事はありません。 

皆さん本当にお疲れ様でした、お手伝いもありがとうございました。 

てんぷら山行「坂戸山＆飯士山」 

「坂戸山」薬師尾根からの眺め、手前「小城・大城」奥は残雪の「金城山」 
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天婦羅山行 飯 士 山（いいじさん）  １１１１．８Ｍ 

                           記：山口 敏雄  

千葉リーダー主催の恒例の天婦羅山行は、美味しい山菜と越後の銘酒八海山に釣られて

連続３回目の参加である。 

５月１２日の早朝は雨で高倉山は諦めて、さくり（三国）川ダムサイトのしゃくなげ湖

キャンプ場に到着後「寺泊観光コース」に変更した途端に雨が上がり、急遽坂戸山での山

菜採りに再変更し、沢山の土筆・蕨・こごみ・こしあぶらを採ったが、今年は大雪の為に

蕨はまだ早いようである。キャンプ場のコテージにて山菜を仕分けし、近くの「さくり温

泉健康館」にて汗を流した後、咽の渇きに待ちきれない男性の有志達（手伝いに余念のな

い兼堀氏を除く）で、予行演習と称し銘酒「八海山」を堪能した。 

飯士山は南魚沼市と湯沢町の境にある山で、山頂に穀物の神を祀っていることから「飯」、

富士山の形に似ていることから「士」をとって飯士山であり、また、上田の荘園が近くに

あったことから「上田富士」とも呼ばれており、標高は低いが、越後三山・巻機山・谷川

連峰・苗場山等を望む３６０度の大展望で３等三角点の山であった。 

 翌５月１３日は絶好の登山日よりの上天気である。関越道を六日町ＩＣから東京方面へ、

湯沢ＩＣで下り飯士山登山口の岩原（いわっぱら）スキー場ゲレンデに８時に到着。身支

度をして８時１５分に出発。 スキーゲレンデの 上部にリフトの頂上小屋が見え、その

左にお澄まし顔のツンとした三角の山が飯士山の様であり、左下方は鋸の刃のような尾根

が続いている。 

昨晩気を使い過ぎた（飲みすぎた？）初参加の兼堀氏は体調不良でリタイヤ宣言。 

スキーリフトに沿ってなだらかなゲレンデを登る。ゲレンデには土筆のほかに山菜は何

も無い。傾斜３０度を越えるような急坂をリフトの頂上小屋を目指して登るにつれ、残雪

とともにフキノトウが出てきた。リフト頂上の左肩で残雪の道となり登山開始から小一時

間で小休憩。残雪の道を登り詰めると行き止まり。藪漕ぎを覚悟したが、リフト頂上に向

って右に曲がり更に左に曲がると立派な登山道がある。イワウチワ・イワナシ・タムシバ

が出迎えてくれ、遥か下方で清掃登山のような大きなポリ袋を下げた渋谷さん達に、ヤッ

ホーのエールを送る。ロープの下がった岩場に到着し、慎重にクリヤすると以外に高いと

ころに山頂が見える。あと３０分はかかるかと思われたがほんの１０分で山頂に到着。登

山開始から１時間３５分の９時５０分山頂着で、６～７人の先行の登山者がいた。 北西

に昨日登った坂戸山、長い尾根続

きで金勝山、その上に八海山・越

後駒ケ岳・右に中ノ岳。並んで兎

岳・丹後山・荒沢岳。左に巻機山・

柄沢山、朝日岳、手前に日本のマ

ッターホルンの大源太山、その右

に見えるは一の倉か。更に、真白

な谷川岳・万太郎山、一番高く仙

ノ倉山。遠く見えるは白砂山・佐

武流山か。すぐ左にどっしりと大

きな苗場山。はたまた、遥か彼方

に白く霞む火打に妙高！錚錚たる

山々が一望の下に繰り広げられる

大パノラマに暫し呆然として見入

るばかりであった。 

 次々に各人が到着し、記念写真撮影を済まし４５分の大休止の後１０時３５分下山開始。

途中往路と別れスキー場経由の一般道を下り１２時に駐車場に到着。湯沢駅近くのそば処

「中野屋」で並んでから３０分待ちで名物蕎麦を食した後、現地解散した。 
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鳥 海 山 ～広大な雪原を大いに楽しむ～ 

文：管野 淳也 

写真：園木 毅 

（標高 七

しち

高 山

こうさん

2,228m 新 山

しんざん

2,236m） 

期 日：平成 24 年 5 月 18 日（金）～20 日（日） 

参加者：Ｌ園木、樋口、三浦、管野、磯川、沼田 

コース：5/18  22：00 松原団地駅発 

5/19  祓川登山口Ｐ5：00（仮眠）―Ｐ出発 7：45―七高山頂上 12：20－14：00

唐獅子平避難小屋―14：30 調理講習等－20：30 就寝 

5/20  5：00 起床－7：45 小屋出発－9：20 外輪－10：20 新山頂上－12：40 祓川

登山口Ｐ―途中昼食（十文字）－10：10 松原団地周辺着登頂前日に集合・出発。約 7 時間

の車移動を経て明け方に鳥海山東面に位置する大清水山荘入口に到着。 

途中、避難小屋で荷物をデポし、軽装備で登頂、滑走としていた。 

ところが、未除雪のため急きょ七高山（鳥海山の外輪山）北東面側からのアプローチへ変

更。この変更により、全装備・食糧を一旦頂上まで担ぎ上げ、東面にある唐獅子平避難小

屋まで下降・宿泊。翌日、再登高しての下山となった。 

草加からぶっ通しで運転していたことから、登山口到着後、各々寝酒をあおり数時間仮眠

して登高を開始。 

入口となる祓川（はらいがわ）ヒュッテからは、標高差と滑走距離の長さからであろうか、

たくさんのシール歩行者列が続いており、その先には双耳峰の山頂を見ることができた。 

スキーヤーの列を追いながら、ひとまず七ツ釜避難小屋（1,565m）をめざし、ダケカンバ

の尾根を登る。七ツ釜避難小屋を過ぎると大雪原に出る。この辺りはテント泊も可能と思

われる平坦地が広がっていた。1,850m を過ぎたあたりからは雪原が傾斜を増し始め、念の

ため途中からアイゼンを装着し約 4 時間半で七高山登頂。 

頂上付近は、強風によるものなのか、岩稜・砂礫が剝き出しで足元から垂直に切れ落ち、

火口壁の下にはうねる様な雪原、その先には稲倉岳が佇んでいた。 

残雪期においては顕著な尾根や目標物が認識し難く、ガスなどの視界不良時では下降路が

不明確となる可能性が高いと感じた。 

当日も登頂後、徐々にガスが発生し始めたことから、早々に下降。 

七高山東面を 1 時間ほど下降したところに唐獅子平避難小屋があった。小屋脇には水量の

豊富な水場があり、小屋内には石油満タンのストーブ、布団が常備されていた。非常に清

潔、快適な小屋だ。地元の山岳関係者が大切に管理している様子が伺え・・・感謝。 

早々に食糧点検を開始。LD より夕食～酒肴～朝食献立、酒量等の確認が実施され、参加者

全員で真剣に聴講。その後、調理実習を兼ねた少々長めの（6 時間超）懇親会～意見交換

会となった。 

翌朝、避難小屋から見上げる頂上は純白の雪原と群青の空の中にあった。 

ゆっくりとした足取りで再登頂を開始し、汗を滴らせながら外輪へ到着。 

目指す 終ピークである新山へは外輪山から千蛇谷へと一旦、下降が必要。下降路は非常
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に脆い火山岩のザレた斜面でスリップや人工落石に注意が必要であった。 

傾斜のある雪原を登ると狭い岩峰上に新山の頂上があった。 

頂上からは、日本海、そこから南北へと続く海岸線が遠望でき、振り返れば前日登頂した

七高山が間近に荒々しい岩肌を惜しげもなくさらしている。・・・ 高。ウインドシェルの

ポケットから缶ビールを取り出し乾杯。そして、三度外輪へ。 

我々は、一気に下降すべくスキー、ヒップソリ。シリセードで至福の下降を開始。登高中

のスキーヤーの注目は必然であった。 

【ＤＡＴＡ】 

・避難小屋利用（無料）で 1 泊 2 日：（前日に登山口周辺に宿泊すれば日帰り可能） 

・小屋設備：敷布団、毛布、銀マットが少量あり。 

・アクセス：マイカー使用で 7 時間超。（片道）残雪期であれば登山口状況確認は必須。 

 

追記：今回山行では、LD の抜群の山飯を堪能し、担ぎ上げたかなりの酒量を飲み、そして

多いに語った。山仲間の事、思い出の山行、これからの山行、それぞれの毎日などなど飽

くことのない山へのそれぞれの思い。登った先でしか感じ得ない様々な体感。毎度、まさ

に代え難い時間。つまるとこところは山の仲間、家族に感謝かと。 

帰路では、LD 必達事項の十文字ラーメン。魚介・醤油味のスープ、柔らかい細縮れ麺、そ

して麩！やさしい味で美味い。車中では、左右に広がる蔵王等を眺めながら、次なる山行

計画が新たに生まれていた。 
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              袈 裟 丸 山 

記：大竹 一司 

山 行 日：２０１２年５月１９日(土) 

メンバー：大竹(一)、大竹(理) 

コ ー ス：草加 4:30――折場登山口 7:00・・賽の河原 8:00・・小丸山 9:10・・10:15

前袈裟丸山 11:00・・小丸山 11:50・・賽の河原 12:40・・折場登山口 13:20 

 

山行を始めて３年目ですが、アカヤシオの花が好きで毎年春になると、アカヤシオを見

に行くのを楽しみにしています。去年は仙人が岳や笠丸山に行き、すばらしい花を見るこ

とができました。今年はこれまで１回も見ることができず、 終的につつじのメッカであ

る袈裟丸山に行くことにしました。情報によると去年の同時期にはアカヤシオの当たり年

で、たいへんすばらしかった模様なの

で、同じタイミングの時期を選び山行

計画を立てました。しかしながら今年

は天候のせいか去年のような花園は期

待できないようです。 

折場登山口に 6：40 頃到着すると、

さすがに人気の山とあって駐車場は満

車で、なんとか登山口近くの路上に停

めることができました。前泊者もたく

さんいたようです。登山道は歩くやす

く、途中の景色もすばらしく気持ちの

良い山で、賽の河原に着く手前くらいからチラホラアカヤシオの花が見え始め、ツツジ平

周辺には群落で花を咲かせているところもあり、ところどころピンク色に染まっていまし

た。 

そこから小丸山へ登り、咲き始めたアカヤシオ越しに男体山や白根山を眺め、そこから

１時間ほどで前袈裟丸山頂上に到着。頂上は広く、谷川連邦や武尊方面の景色がすばらし

くゆっくり昼食を取ることができま

した。帰りは、意外と登り返しがき

ついところもありましたが、再度ア

カヤシオや景色を見ながら順調に下

ることができ、予定より少し早く登

山口に到着。 

袈裟丸山はツツジの木の本数が半

端なく多く、さすがツツジのメッカ

で再度、違うコースで行ってみたく

なるすばらしい山でした。 
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           大 菩 薩 嶺 （２０５７ｍ） 

                            記：池本 均 

♦日  程：５月２０日（日） 

♦メンバー：Ｌ浅井祐子、浅井昭光、八並、加藤、森、池本 

♦天  気：曇りときどき晴れ 

♦コ  ー  ス：松原団地駅西口 5:30＝上日川峠駐車場 8:10－福ちゃん荘 8:35       

－9:35 雷岩 9:50―大菩薩嶺 9:55－雷岩 10:00－親不知の頭 10:33－大菩薩峠

介山荘 11:08－石丸峠 12:05－上日川峠駐車場 13:12＝やまと天目山温泉(入

浴、休憩)＝草加 17:40 

 

上日川峠の駐車場は、だいぶスペースが埋まっていたが、なんとか、入った。 

チラシをくれた、観光協会の人によると、マイクロバスも近くまで入ることが、でき 

るそうだ。来年の公開バスハイクは、これで決まりと気の早い話になってしまった。 

福ちゃん荘を過ぎると、唐松尾根に入る。標高差４００ｍの 短コースを直登し、ひ 

と汗かいて、主稜線上の雷岩にたどり着く。ここからは、少し頭に、雲をかぶってい 

るが、富士山が美しい。さきほど、車で通ってきた、大菩薩湖が、眼下に見える。空 

身で、展望のきかない大菩薩嶺をピストンし、戻って来る。 

ここから、大菩薩嶺までが、本日の 

ハイライトで、カヤトの明るい草原が

広がり、雪をかぶった南アルプスの

山々一望できる。ハイカーも多く、 

レギンスにスカートの２０代から 

６０代の山ガール達が、挨拶をしてく

る。 

親不知の頭で、ゆっくり食事をとり、

奥秩父や奥多摩の山々を眺め、楽しむ。

少し、歩いて、大菩薩峠介山荘でトイ

レ休憩をして、草原状のスロープで展

望のよい石丸峠へ。ここは、小金沢連嶺と奥多摩への分岐だが、ひたすら、上日川峠まで、

途中国道２０号を横切り、下る。下山後は、やまと天目山の湯で入浴。高アルカリ性の単

純泉で、肌がつるつる。 

車の運転は、往路は、昭光さんと祐子さん、復路は、森さんと祐子さんにしてもらい、

前の週に日光のドライブで腰痛の小生は、楽をさせてもらいました。 

草加での打ち上げは、韓国料理店＜太鼓判＞で、おいしい料理とマッコリをいただきま

した。ここで、八並さんのご長男が、＜ボブ＆カーニバルス＞というアーティストで＜イ

ースター＞というアルバムＣＤを出していると聞いてビックリ！ 

後に、車で来たために打ち上げに参加できなかった、加藤さん、今度は、一緒に 

飲みましょう。 

 



 43

高 畑 山 ・ 倉 岳 山    ♪感動♪トチノキ巨木 

記：橘 高志 

日  時：２０１２年５月２６日(土) 

メンバー：L 中島秀子、上原すみ、畑野仁美、平野祥子、芳野光夫、小林いつ子 

新庄八重、橘高志 

コ －ス：6 時間 35 分(昼食・休憩等含む) 

小篠貯水池 8:00→9:25 仙人小屋跡 9:35→10:00 高畑山 10:10→10:50 穴路峠→11:25 

倉岳山(昼食)12:05→12:40 立野峠→(30 分程トチノキ感動時間を含む)14:35 梁川駅 

 

「草加山の会」の初めての山行です。前夜は酒をいつもより多めに飲み早く寝て 3 時 40

分に起床する。集合の南越谷駅にはすでに 3 人がいて、初めての「休日お出かけパス」の

購入方法を丁寧に教えていただき有難うございました。全員（女性 6 名男性 2 名）が揃い

南越谷駅を出発し、予定どおり鳥沢駅

(中央本線)に到着する。予約してある

タクシー(リーダーの配慮に感謝)２台

に乗車し小篠貯水池近くに到着する。

ゲートを開け進むとすぐ右に緑色の小

篠貯水池があり、おおらかな「扇山」

が見える。小生は後ろから 3 番目で一

歩一歩小篠沢沿に、頂を目指し確実に

高度を稼ぎ登って行く。リーダーは５

ケ月ぶりの山行の為、ペースが遅いと

登る前は言っていたが、いざ登り始め

ると中々のペースだ。しかし途中よりチームにあったペースになる(リーダーさんご苦労様

です)。白い綺麗な花を発見。酒飲みの小生には「ギンナン」だと聞こえ、「ギンナン」と

繰り返すと「ギンラン（銀蘭）」が正解だった。黄色い花の「キンラン(金蘭)」もあるとの

こと。穴路峠との分岐点で右の高畑山の

急斜面の道を行く。途中リーダーより「滑

りやすいから注意」との掛け声があり小

幅で慎重に登り仙人小屋跡に到着する。

再び急登が始まり杉林を登りつめると尾

根上に飛び出す。このコースは全般的に

樹林帯で直接日光に当たらないため、同

行の美女のお肌に優しい登山である。又、

寒くもなく、暑くもなくすがすがしく、

冷たい風が心地よい一日だ。 後の急登

が終わり高畑山(982m)に到着する。山頂

は南から西にかけ展望が良く富士山も望める。 
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山頂より尾根を下り穴路峠に立つ。峠の道を横断し 後の急登をつめると倉岳山(990m)に

予定時間どおり到着する。ここで 40 分の昼食です。皆さんよりミニトマト、チョレート、

ようかん、グレープフルーツ、パイナップル、ぶどう、漬物等を色々いただき有難うござ

います。山頂から梁川駅までは下りがメ

インのため、脱いだ靴の紐を強く締め直

し、急斜面を下り立野峠に立つ。赤い「ツ

ツジ」がところどころ咲いていた。「オト

シブミ」（恋文ではない）は縦 1 ㎝、横 2

㎝、高さ 3 ㎜程の立方体を葉で綺麗に作

られていて中に卵が入っているらしい。

虫の種類により地面に落とさないで木に

ぶら下がっているものもあるという。写

真を撮らなかったのが残念。又、鳥のさ

えずりも何種類かを聞き心が洗われた。

その都度鳥の名前を教えてもらったが、鳴き声と鳥の名前は一致しない。残念ながら忘れ

て申し訳ない。樹林帯を急降下し倉岳山水場に到着する。水場の看板に飲用不可と書かれ

ていたが赤のマジックで消されていた。イタズラと思われるので飲用はせず手洗いに留め

る。ここから沢沿いの緩やかな道を下る。途中いくつもの「トチノキ」の巨木があり皆感

動する。ある仲間は上を見上げすぎて後ろに倒れそうになる。また「トチノキ」の花が雪

のように落ち地面が白く見える（チョッ

トオーバー (^O^) (^w^) ）。梁川駅側の

倉岳山登山口に出る。登山口でリーダー

が一人一人と熱い握手をする。アスファ

ルトの車道を出て梁川駅に到着する。立

野峠から梁川駅まで「トチノキ」の感動

で心を癒した為、楽しい時間もそれなり

にかかる。駅は無人で待合室の天井近く

に燕の巣がありすでに雛も大きくなって

いる。久しぶりに可愛い燕の巣を見た。

電車に乗り南越谷 16 時 45 分着で、思い

出にひたりながら駅で解散する。 

 

「草加山の会」の初めての山行ですが、リーダーと皆様のお陰で無事下山することがで

き、大変有難う御座いました。又植林アドバイザー（聞き間違えていたら申し訳ありませ

ん）の資格を持つ芳野さんより植木、花、鳥、虫等について色々教えて頂き勉強になり大

変有難う御座いました。 

後に「草加山の会」の益々のご活躍とご発展を願い、今後とも宜しくお願い致します。 
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       山 行 紀 行 ～春～           記：浅井祐子     

4/8  塩山 / 小田野山～野背坂～荒神山（約 6Ｈ）L.鈴木宮、箱井、浅井(祐) 

 宮ちゃんは度々玄人好みの山を見つけて来る。いわゆる好き者…？私はいつもそれに乗

っかるばかりでちょい恥ずかしい。小田野の里でタクシ-を降り、のっけからルート探し。

結局よく解らずに強引に直登するがエライ急で心臓バクバク!! 山頂は刈掃いされている

南面の展望があり気持ちが良い。いつもなら眼下は桃色のはずだろうが今年は寒さが残り

まだ先のようだ。里へ戻り牧丘町と山梨市を繋ぐ野背坂の峠へと向かうが新しい道を建設

中らしく地図を睨んでもルート不明。不安を抱えながら脇にある古道を磁石頼りに進むと

間違いないことが解りほっとする。桜の美しい荒神山は 近では登山者が居ないのでは？

と思う程に荒れ放題。藪をこぎつつ頂に立つ。低山ながら今日もしっかり地図の勉強でし

た!! 

 

4/15  筑波山 L.浅井(祐)  草加 5:00=筑波神社Ｐ6:20-女体山 8:00–男体山 8:30–Ｐ9:40  

 休日 1 日を使えない時の頼みの山は筑波山。朝早く出れば昼前には帰宅出来る。急に思

い立っても一人で気ままに出かけられるのがお気に入り。行き慣れた山でも季節毎に違う

表情を見せてくれるので飽きる事は無い。今日はどっちから登ろうか…?  

 

4/29  天神平から谷川岳 L.浅井(祐)、昭光、森、山崎、樋口、加藤、尾崎、♨ 

天神平 8:55 – 谷川岳 11:30-13:00 - 天神平 14:30 = 谷川温泉湯テルメ 15:30-16:30= 

草加 19:00  

 桜の賑わいが落着くと新緑の美しい季節がやってくる。が谷川はまだまだ冬の景色だ。 

絶好の天気の下、残雪の谷川岳を目指す。雪の量も腐り具合も丁度良くて歩き易い。 

見上げる山頂直下の登山者がもの凄い山に取りついてるかのように見えて興奮を覚える。 

予想通り頂からは 360 度の好展望。オキの耳迄足を延ばす組と別れ、肩の小屋でしばし至

福のひととき。後ろ髪引かれつつ下山するがお決まりの尻セードで春山の醍醐味を堪能。 

 

5/4～5 北ア.燕岳(つばくろだけ) L.浅井(昭)、大門、新島、鎌形、森、加藤、浅井(祐) 

5/4 中房温泉-燕山荘(泊) 5H   5/5 山頂往復 1H～下山 3.5H ♨ 

 残雪の北アルプスにこれだけの女子が参加とは何と素晴らしい事でしょう!! 三大急登

の 1 つを誇る合戦尾根だが、みな涼しい顔して登って行く。午前中は良かった天気が稜線

に出た頃から風が強くなり雨も雪に変わった。春山の危うさを身を持って感じる。(同じ頃

白馬での大量遭難事故発生を後で知る) 無事小屋に着き、晴れるタイミングを計りながら

乾杯。が外は何も見えないひどい天気だ。翌朝も芳しい天候では無かった。諦めて下山準

備をしていると燕岳の雲が切れ始めた。行くしかない!! 

 

5/20 大菩薩嶺 L.浅井(祐)、浅井(昭)、池本、森、加藤、八並 

上日川峠 8:10 – 大菩薩嶺 10:00 – 大菩薩峠 11:15 – 石丸峠 12:40 - 上日川峠 13:10 ♨ 

 来年の公開バスハイクに再度提案します。大菩薩峠、本当に良いですよ!! 

 



 46

ロッククライミング   4 月、5 月    記：沼田真澄 

4 月 8 日 広沢寺（弁天岩・対岸の岩場） 沼田、他 4 名 

＜弁天岩＞ 

小ハングルート 5.8 一般中央ルート 5.8 中央スラブ 5.9 右スラブ 5.9 

ナバロン 5.11a（おさわり程度） 

＜対岸の岩場＞昼から陽が当たって、暖かい。 

クラックルート 5.10a 中央ルート 5.10a 

上記 2 ルートは、ホールド・スタンスともに微妙で、立ち込みができないと難しい。 

 

4 月 15 日 古賀志山（マラ岩） 沼田、他 2 名 

ミゾルート 5.8 マラ岩クラック 5.9 マライワキャリー5.10ｂ ワイワイ 5.9 

スリーナイン 5.9 

下のエリアが前日の雨で湿っていたため、マラ岩エリアは大賑わいだった。 

 

4 月 22 日 古賀志山（不動滝左エリア） 沼田、他 6 名 

無名ルート 5.8 ブラックレイン 5.8 右端のルート 5.10ｃ  

ウルトラマン・フェース 5.9（5.10a？） 競技会ルート 5.9 粉屋の娘さん 5.8 

マラ岩のグレーディングよりもキツメな感じがした。 

 

4 月 29 日 二子山（中央稜 6 ピッチ 5.9） 沼田、他 5 名 

二子山の開山式に参加後、ダブルロープで中央稜を登った。 

一番難しい３ピッチ目の核心部は、レイバックで突破する。 

 

5 月 1 日 三つ峠 中央カンテⅢ、Ⅲ、Ⅳ＋、Ⅳ 沼田、他 1 名 

前日駐車場泊だったが、夜も雨が降り、朝もぽつぽつと。実際上に行ってみるとガスって

いて、山荘から屏風岩が見えない状況。でも岩のところまで行ってみると、岩自体は濡れ

ていない感じだったので、簡単な中央カンテを登ることに。しかし、はじめはぽつぽつ雨

だったのが、3 ピッチ目で本降りに。急いで懸垂して撤退。 

 

5 月 7 日 つづら岩 沼田、他 1 名 

一般ルートⅣ 中央クラックルートⅤ 残業ルートⅤ 右ジェードルⅤ 

ハングぎみのルートもアブミを使わないで登れることがわかった。 

 

5 月 12、13 日 三つ峠 沼田、他 2 名 

右フェイス：バイパス 5.8 クーロワールⅤ №18 クラックⅡ  

一般ルート中央Ⅳ＋ 乱気流 5.9 

中央フェイス：中央カンテⅢ、Ⅲ、Ⅳ＋、Ⅳ 

       岳ルート 5.9、5.10ab、5.10a、5.10a 

屏風岩は大賑わい。映画『岳』で使用された岳ルートは、小栗旬が登 
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セルフレスキュー      記:沼田  真澄 

5 月 27 日 ＜天覧山＞ 長田、沼田 

１ 結び方の復習 

エイトノット、インクノット、ダブルフィッシャーマンノット、ムンターヒッチ、 

ミュールノット、フリクションノット、プルージック、ブリッジプルージック 

２ 二人同時懸垂 

後の人のエイトカンをロープにセットし、懸垂支点のビナとそのエイトカンを 

自分のビナで連結させる。ロープが固定されているので、二人同時に懸垂下降がで 

きる。ロープ一本になるなので、エイトカンは 1.5 巻きが良い。 後の人は、支点 

のビナから自分のビナをはずし、エイトカンをセットして、通常の懸垂下降をする。 

３ 簡易ハーネスの作り方（シートベント） 

４ 要救を 1/2 で引き上げる（念のため、要救を補助ロープで確保） 

ⅰ ロープの末端をエイトノットで固定 

ⅱ 要救までの距離の 2 倍以上のロープを出し、その 後をムンター・ミュール固定 

ⅲ フリクションノットでバックアップをとり、ムンターヒッチで要救の所へ懸垂 

ⅳ 要救のメインループにビナをかけ、自分が降りてきたロープをかける 

ⅴ 自分が登るときに使うロープにフリクションノットを結び、バックアップをとる 

ⅵ 要救に自分が降りてきたときのバックアップを移す（ヌンチャクよりもビナで） 

ⅶ 自分で登りかえす（ロープを踏みながらだと登り易い） 

ⅷ 自分が登ってきたロープを支点の別ビナに入れ、その前のロープを引き上げる 

５ 振り分け懸垂 

60cm スリングをエイトカンに通して、要救と救を連結して行う。デイジーチェーンでな

くて、スリングを使うと、要救を上に持っていったり、下に持って行ったりと移動が可

能になる。その移動も体験する。 

６ 背負い懸垂 

60cm スリングを二本、エイトカンのところで連結させて、要救と救を連結。要救の前

に入って、背負う。ポイントは、前屈みにならずに、相手を後ろに回す程度の感覚で、

自分に相手の体重をかけるのではなく、エイトカンにかけること。 

７ ロープをフィックスする場合 

後の人のビナを 初の支点にかけておく。トップの人をムンターヒッチでビレイ。途

中で落ちたときのために、中間支点をとる。トップが着いたら、いっぱいに張らない程

度に残りのロープを引き上げ、ムンター・ミュール固定。登る人は、ビナ二枚をかけて

登るか、フリクションノットをセットして登る。 後の人は、支点にかけたビナをメイ

ンループにかけて、トップがムンターでビレイして、登る。 

８ リード、セカンドビレイの自己脱出 

ⅰ 仮固定 （ATC の場合は、ビナの中にロープを入れてミュールノット） 

ⅱ フリクションノットを結び、そこに荷重を移す 

ⅲ ビレイ器具をはずし、自己脱出 

ⅳ ムンター・ミュールでバックアップをとっておく 
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３～５月の山行から 

                     

 

  

編 集 後 記 

 

原稿を気持ち良く提出いただいた皆さん、大変ありがとうございました。初めての編集委員。日

常は使い易い日本語ソフト「一太郎」を使う身にとって、使いづらい「ｗｏｒｄ」での編集作業は

いらいらが募るものがあります。でも、少しは「ｗｏｒｄ」に慣れた気もします。 

今回の総会で、会の色々な役が決まりました。会員の皆さん、会の色々な役を経験するのも良い

ものと思います。次の総会では進んで受けてみては如何でしょうか。 

      山﨑 正夫（山歩人） 
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