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コール(感謝の言葉) 
 

鏑木 国夫 

偶然のめぐり合わせではあろうが 後にコール欄を書くこととなった。  

ずいぶんと長いことお世話になったが、今年度で退会することとした。これから、何

もしないということでもないので、お会いしたおりには挨拶を交わしたい。  

草加山の会を知って本当に良かった、会員であることでどれほど幸せであったことか

と、今しみじみと感じている。入会して生活は大きく変わった、こんな人達がいるこ

とに驚きもした。山にたいする憧れのようなものは、かなり前からのものではあった

が、そこから先のてがかりがなかった。なんであれ軽くクリアしていくことに感嘆し

ていた。 

しかし時は早い、年をとるとは悲しい。体力が劣るだけではなく、記憶力とか適応力

とかが、そして他に対する配慮のようなものまでが衰えていく。ようするに身勝手に

なっていく。自己防衛のための自然の仕組みとすれば仕方のないことかもしれないが、

いやでした。身勝手なふるまいをしなくてもすむほうへの転進を考えるにいたりまし

た。 

昨年の秋、後期高齢者医療保険証が送られてきました。とうとうその時がきたのだと

思いました。草加山の会の幸せな時は終わったのだと思いました。山の会は次のステ

ップを用意してくれました。絵を描くよろこびと街道歩きです。  

街道歩きを楽しみながら、絵を描いているかもしれません。近くにきっと山がありま

す。そんなことをノーテンキに考えています。 

ひと昔まえでは考えられないほどの今の盛会がいつまでもつづきますことを願ってい

ます。 

たくさんのいい思い出を有難う。 

さいごまでわがままでしたね。 
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画 松浦 剛 

平成 24（2012）年 12 月～平成 25（2013）年 2 月実績 

リーダー部・機関紙部 

      

山 行  日  程  山 岳 名  リーダー 参 加 者  

会 12/1 両神山 磯川  森、山口(裕)、鎌形、山本 

 個 12/2 塔ノ岳 園木 平野、加藤、畑野 

個 12/8 岩殿山 千葉 新庄、鈴木(里) 

会 12/9 旧碓氷峠 園木 

新島、畑野、染谷、森、兼堀(善)、兼堀(恵)、

石井(美)、平野、澁谷、小林(い)、和田、

鎌形、小林(陽)、小野寺、鏑木、杉山、 

上原、浅井 (昭 )、阿部、大門、八並、関

口、小宮、山本、松田、松井 

個 12/16 岩山(鹿沼市) 山﨑 山口(敏) 

個 12/22～23 雲取山 園木 森、三浦、加藤 

個 12/23 杓子山 浅井(祐) 山﨑、山本、小野寺、鈴木(宮)、浅井(昭)

個 12/23 大岳山 山口(裕)  

個 12/23～24 万三郎山 芳野 鈴木(廣)、前田    

個 12/29 浜石岳 園木 大門、新島、八並 

個 1/2 茶臼岳(那須) 山﨑 会員外１ 

個 1/2～3 金峰山 園木 大門、加藤、新島、森 

個 1/3 景信山･高尾山 松田 小野寺、張替、鈴木(宮)、小林(い) 

個 1/5～6 女峰山 長田 山口(裕)、磯川 

会 1/6 瑞牆山 森 浅井(昭)、山﨑、加藤、鎌形、芳野 

個 1/6 百蔵山 千葉 鈴木(里)、上原、阿部、尾崎、大畑 
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個 1/6 羅漢寺山 園木  

個 1/12～13 武尊山 石井(美) 
浅井(昭)、山口(裕)、山口(敏)、森、三浦、

小野寺、松浦 

個 1/13～14 丹沢山 園木 小林(い)、加藤、新島 

個 1/19 行道山(足利) 浅井(祐) 兼堀(善)、兼堀(恵)、杉山、平野 

個 1/20 貝鳴山(会津) 園木 森、三浦 

会 1/27 大坊山・大小山 兼堀(恵) 

兼堀(善)、畑野、橘、上原、鎌形、山﨑、

尾崎、大木、阿部、八並、澁谷、鈴木(廣)、

松井、和田、小野寺(博)、平野、小野寺、

前田、染谷 

個 1/27 蛇骨岳(浅間) 園木 磯川、森. 

個 1/31 筑波山 小野寺 黒澤、小林(い) 

会 2/2 雲竜渓谷 鎌形 森、大竹、芳野、兼堀(善)、会員外１ 

個 2/9～10 甲州街道 N0.9 石井(美) 

石井 (文 )、和田、鏑木、阿部、上原、平

野、杉山、兼堀(善)、兼堀(恵)、大木、大

門、田村、大畑、鈴木(里)、澁谷、中島、

千葉 

個 2/10 入笠山 浅井(祐) 小林(い)、山﨑、山本、鈴木(宮) 

個 2/10～11 蓼科山・北横岳 園木 森、新島 

個 2/10～11 硫黄岳・天狗岳 山口(裕) 三浦、磯川、浅井(昭)、 

個 2/11 宝登山 兼堀(善) 
兼堀(恵)、大竹(一)、大竹(理)、鎌形、松

井 

リ 2/16～17 
雪洞 (谷川 )、赤
城山 

浅井(昭) 兼堀(善)、森、鎌形、大門、染谷 

個 2/17 幕山 鈴木(宮) 浅井(祐)、山﨑、兼堀(恵)、澁谷、大木 

個 2/17～18 泉ヶ岳・面白山 山本 
小野寺、小宮、千葉、和田、鈴木 (里 )、

阿部 

個 2/23 愛鷹山 浅井(祐) 山﨑、山口(敏)、八並 

個 2/23～24 雲取山 園木 加藤、大門、新島 

個 2/24 
甲州街道 (竜王
～茅野) 

池本  

個 2/28 高尾山 小野寺 黒澤、山本、阿部 
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心に残った山行 
私は尾瀬ヶ原ハイキングです。         記：石井文子 

八潮市に就職して、どうゆうきっかけで尾瀬ハイキング募集の話になったのか思い

出せないのですが、水芭蕉を見てみたいと職場の仲間(佐藤、斉藤、斉藤の友人)と４人

で参加することにしました。 

でもハイキング初心者の為、費用や装備、衣類などわからないことばかりなので、

主催者に会うことになり、草加駅の近くの喫茶店で待ち合わせをしました。現れたの

は、身長が 180 ㎝以上あるがっちりした体形の方で草加山の会会長の仙石さんでした。

やさしい話口調で「運動靴と歩き易い恰好で来てください、防寒にヤッケ、セーター

があると良いです。スープを作るので御椀と箸を持ってきてください。歩き易い道だ

から大丈夫です。」と言われたと思います。  

集合場所の上野駅に着くと参加者は会員 5 人と一般の方 11 名で計 16 名でした。 

一般の人の内訳は、会長の家の大家さんと友達、会員の妹、会員の友人二人、会長の

職場の人、私達 4 人、女性一人です。上野発夜行列車に乗り、沼田から鳩待峠までバ

スに乗り朝方到着しました。2 班に分かれ尾瀬ヶ原を歩き、私達は仙石さんの班でした。

可愛い水芭蕉と山に残っている残雪に感激しながら 30 分歩いたら 5 分休憩のペースで

進み、見晴らし十字路で、昼食の時間には早いくらいの時間に、定番のベーコンスー

プを会員の方が手慣れた手つきで作ってくださいました。男性がこんなに動き回るの

を見たことがないので驚きました。デザートはグレープフルーツで私が箸で食べてい

るのを笑ってみている男性がいてそんなに可笑しいかな？と、思いました。  

（この人が後で夫となる人だったのです）。 

帰りは富士見峠を登り富士見下からバスにのり沼田へ出て帰ってきました。  

楽しい思い出が刻まれたのは、昭和 51 年(1976 年)5 月 30 日のことでした。 
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小さいころから運動が苦手で嫌だったし、登山なんて出来ないと思っていた私が、

会員の方々のやさしいリ

ードのお蔭で楽しく山行

が出来、「次は、尾瀬に咲

くニッコウキスゲが見て

みたい」と言ったら会員

になれば行けますという

誘いに乗り会員になって

しまいました。あれから

いろいろな山に登りまし

たが、尾瀬ハイキングの

出会いがなかったら登山

は始めていなかったと思

い心に残った山行です。 

昭和 51 年 5

月 30 尾瀬ハイキング 文子と○○がい

ます  

 

新入会員（自己紹介） 

【氏  名】小野寺 博（おのでら ひ

ろし）平成 25 年 2 月入会 

【生年月日】昭和 27 年 3 月 9 日 60 歳 

【出 身 地】東京都練馬区 17 歳から草

加市民となりました。 

【血液型等】O 型 RH+ 身長：172cm 体

重：76kg 外見：禿げ 

【性  格】シャイで寡黙な男 

【趣  味】低山歩き・自転車で都内散策・音楽を聴く・富士山（登る・眺める） 

【好きな花】桜(桜を追って北に旅したい)・ひまわり・蝋梅 

【好きな酒】焼酎(芋,泡盛)・ウイスキー(バーボン)・日本酒(辛口)・ワイン(赤) 

【仕  事】50 歳の時にサラリーマンを辞め有限会社エディットを設立、ビデオ・オ

ーディオ・カーナビ・医療機器のサービスマニュアルの編集を請け負っております。

たった 2 名の微小企業で、私は自宅で相方は沖縄県うるま市で仕事をしております。

データのみなのでネット環境が有ればどこでも距離感なく仕事ができ、大変良い商売

なのですがデジタル化した電子機器は今や修理できるレベルでは無くなっており、サ

ービスマニュアルの受注が減少し廃業間近の状況です。 

【入会動機】これまで年長者との山行ばかりだったので、同年輩の方との交流が出来

たらと思い、前田さん芳野さんの紹介で入会させて頂きました。 
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これまでに 3 回の例会と 1 回の会山行に参加させて頂きましたが、本格的な山岳会の

様相に少々たじろぐ思いです。 

【山  暦】24 歳の時に富士登山に目覚めましたが、この時自分がひどい高山病であ

ることを思い知らされました。以後、毎年挑戦するが 8 合目でギブアップ、しばらく

富士登山から遠ざかっていました。4 年前に高山病の改善薬を見つけ、3 年連続で登頂

に成功しました。他に高い山は、北岳・赤岳に登頂、主に低山の日帰り山行を行って

おります。 

【山行エピソード】一昨年、北岳に登った時の話です。初日は白根御池小屋に宿泊、2

日目に北岳に登頂し 3,192m から広河原の 1,520m まで標高差 1,672m を下った際に、「腰

抜け野郎」になりました。ひざの痛みをカバーしていたために筋肉が疲労したようで、

本当に腰が抜けてしまいました。 

■■■ 草加山の会の発展に寄与できるよう頑張りますので宜しくお願い致します。■ 

 

 秩父槍ヶ岳（1341ｍ)                       記：樋口 

 

■日程  ：2012/11/14(水)～2012/11/15(木) 

■天気  ：晴れ 

■メンバー：樋口 

■コース ：大袋駅 6:19＝6:28 春日部駅 6:31＝7::03 羽生駅 7:27＝9:30 三峰口駅 9:40＝ 

10::35 相原橋 10::45～15:20 秩父槍ヶ岳 15:30～民宿中津屋 

 

秩父鉄道全線（羽生～三峰口）、西武バス利用で４時間１５分かかり登山口の相原橋に 

到着する。バス停付近の駐車場には屋台がでており猪汁にそそられたが先を急ぐ。 

登山口から相原沢沿いに登り、18 分で野鳥観察小屋に寄り通行止めコースの様子を伺うが 

予定通り正規のコースを行く。途中から沢を離れ崩落地を高巻き尾根にでる。 

尾根は長く急登の末に稜線にでたが、ここからは恐ろしい程の急降下の連続で下山口の 

目印の TV アンテナケーブルを探しながら行くが、見つからずに１３４１ｍ秩父槍ヶ岳に 

着いた。大分時間が遅くなったので山頂から宿に携帯電話で下山連絡を入れ、アンテナ 

ケーブルが無いことを確認すると地デジ化のため撤去されたとのこと。 

仕方なく途中から道なき道を下山したが、急すぎて直下できなくなり平行に巻いた結果 

16:10 にアンテナ順視路を見つけたた。九十九折に石だらけの上に落ち葉で覆われ落石 

多発の道を歩くが、そのうちヘッデンの明かりが薄くなり道も判らなくなり、いつまで 

経っても下に降りず山腹を巻いているので宿に連絡し谷に降りても大丈夫か確認するも 

判らないとの事だったが、真っ暗な中、石を谷に投げて距離を確認しながら尻セードの 

ように滑りながら底に着いたが、沢音が聞こえ暫く降りると両足を滑らせ転倒するも 

ザックのおかげで頭部を打つことなく助かった。携帯電話のライトで周囲を確認すると 

大きな滑沢に出てしまい下山不可になる。これがよく在る遭難パターンだと認識する。 

宿にビバークする旨、連絡するが宿より警察に連絡してくれていて防寒着を着込み救助 

を待つことになる。 
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救助の様子 

18:19 山岳救助隊より連絡があり警察(110 番)に通報するよう指示をされる。 

    通報すると GPS により所在地が判るとのこと。 

18:52 山岳救助隊より連絡があり遭難場所が特定でき以下指示あり。 

    ・サイレンが聞こえたら警察(110 番)に連絡する。 

    ・樋口さんを呼ぶ声がしたら大声で返事する。 

19:00 石井会長に状況報告。 

19:10 警察(110 番)にサイレンが聞こえたことを連絡。 

20:00 頃 山岳救助隊のヘッデンの灯りが見え携帯電話のライトで所在を判らせる。 

20:10 山岳救助隊と合流、現場写真撮影後に腰に介助ベルト装着し自力歩行で下山開始。 

21:40 民宿中津屋に到着。 

21:43 石井会長に無事宿に下山した事を連絡。 

 

遭難に至った原因 

 ・日が短いのに下山時刻が遅い 

  ⇒計画ミス 

 ・替え電池を装備しなかった。 

  ⇒下山路は間違っていなかったので見えていたら谷に下りなかった。 

 ・谷に下りた判断 

  ⇒普段は上に戻るが下山時に道路や車が見えたため選択してしまった。 

 

 

早々に救助された原因 

 ・携帯電話が通じたこと。 

  ⇒遭難場所がすぐに判明する。 

 

怪我もなく自力歩行で下山できたので悲壮感なく救助隊と和気藹々と歩けた。 

警察の事情聴取もありません。 

民宿中津屋で救助隊がコーヒーを飲んでいる隣で、遅い夕食をいただいた。 

 

 

 

秩父警察署山岳救助隊、民宿中津屋の皆さんには大変ご迷惑をお掛けしました。 

石井会長、ご心配をお掛けしました。 
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 甲州街道歩き Ｎo.８  一人旅 

                            記：池本 均 

☆日程   ２０１２年１１月１１日（日） 

☆天候   曇り後雨     

☆メンバー 池本 均 

☆コース  三郷駅 5:19－西国分寺 6:23―立川 6:43―甲斐大和駅 8:01～鶴瀬宿 8:15～ 

勝沼宿 9:00～9:30～栗原宿 10:10～石和宿 11:40～甲府柳町宿 12:30～12:45

～竜王駅 14:20～14:41－高尾 16:30－立川―西国分寺 17:06－三郷駅 18:10 

１１月１０日は、仕事の為、石井リーダーの街道歩きに参加できず、一人旅となってし

まった。近藤勇総長（石井美樹）土方歳三副長（石井文子）に対して分派活動を行った、

伊東甲子太郎みたいになってしまった。見どころの一つ、大善寺は、開館時間より早かっ

たので、パスをする。勝沼宿では、小さな洋風建築、旧田中銀行博物館を見学。来館者名

簿に、代表石井美樹１７名と書かれており、嬉しくなった。明治３０年代に郵便局として

建てられ、大正時代には田中銀行の社屋として使われ、昔の調度品が置かれた内部が公開

されています。ボランティアガイドのお姉さんの説明を聞き、他に見学者もいないせいか、

お茶まで出していただき、話がはずんで、３０分も過ごしてしまった。栗原宿を過ぎても、

学生時代の友人の出身校の日川高校を外から眺めたり、田安家本陣跡など寄り道をしてし

まった。フィリピンパブやコリアンクラブなどが立ち並ぶ石和温泉の歓楽街は、日曜の午

前中とあって閑散としていた。石和八幡神社を参詣し、駆けるように甲斐善光寺へ。信濃

の善光寺は何度も参詣していますが、こちらは、初めてなのでとても楽しみにしていまし

た。武田信玄が、川中島の戦いで、戦火を避けるため、信濃から本尊を移して創建したと

されていますが、まず、立派な山門が目を引きました。宝物館は、時間の都合上見学せず、

お参りを済ませ、急ぎ、街道に戻

り、走るように歩き続けました。

甲府駅前あたりから、雨が降り出

し、県立美術館の色づいた銀杏を

眺めながら、歩き続けましたが、

この辺りから、雨脚が強くなった

ので、竜王駅でリタイアしました。

韮崎を目標としていたので、ちょ

っと残念でした。１４時２０分で

した。後で聞くと、石井グループ

は、１４時５分ごろの電車で帰っ

たとの事。一緒に帰って、打ち上

げをしたかったなあ！ 

次回は、来年２月の長坂駅までの旅ですが、土曜日は、仕事なので、日帰り一人旅にな

るかもしれませんが、寄り道を少なくして、約３０ｋｍを歩きたいと思います。 

甲斐善光寺
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（地図読み山行） 

鳥屋の丸――野脇の峰――吹切峰――東尾根――金山峠――金山鉱泉 

日程：平成 24 年 11 月 18 日（日）  

メンバー：L 園木・松浦・浅井（照）・小林（い）・小野寺・山崎・兼堀（善）・大門・加藤・

鎌形・森・大竹 

この度は、地図読み山行という事なので、少しでも実践でコンパスを使いこなせるように

なりたいと思い初めて参加させていただきました。 

 先ずは大月駅からタクシー3 台に分乗して 10 分程で桑西の登山口に到着です。そ

こから鳥屋の丸（1205ｍ）に向けてコンパスをセットしてスタ-ト．わかり難い雑木林の

道をリ-ダ-の先導でいきなり急登のつずら道を１時間程尾根道に出るまで、もくもくと登

ります。体もあたたまり暑いと思えば、尾根に出ると急に冷たい風が強く吹き気温の差が

激しい道のりを 30 分ほどで鳥屋の丸に到着。次は野脇の峰（頭）に向かいます。尾根道

をアップダウンを繰り返しながら途中、富士山の景色や他の山々を楽しみつつ、地図で電

波塔を確認したり、藪漕ぎしたり変化のある道を 1 時間ほど進むと林道にでます。そこで

風もなく、平らな広い場所がありましたのでランチタイムにしました。園木リ-ダ-特製の

トマトス-プを大変おいしくいただきました。次は本日の到達 高地点、吹切峰（1522ｍ）

にコンパスをセットしてスタ-トです。尾根道の入り口を捜し、そこから少し登るとすぐに

野脇の峰（1499ｍ）に到着。続けて尾根道をアップダウンを繰り返し、途中深い藪漕ぎや、

原生林の雰囲気の良い道を行くと吹切峰に到着。次は、金山峠にコンパスをセットして来

た道を東尾根への分かれ道の所までくだります。東尾根の下りは、今回で 1 番判りにくい

ルートで地図とコンパスがなければ間違いなく迷いそうな尾根でした。今回は、ベテラン

の先導の後ろを、ついて歩いただけだったので迷わずにすみましたが、自分のレベルでは

たぶん迷ってしまったとおもわれます。下り道は枯葉でふわふわしてクッションはいいも

のの急ですべり易くころばないように慎重に歩いたにもかかわらず、何回も転びそうにな

りました。金山峠からは、地図の予定ルートとは違った標識に従って下り、沢沿いの道に

出て本日の 終到着地の金山鉱泉に予定時間どうりに到着。約 6 時間の充実した山行でし

た。またそこでの温泉は 高で疲れた体が癒され大変よかったです。 

 今回、カメラの充電を忘れてしまった為、はじめの一枚を撮っただけでバッテリ-

がなくなり、写真で確認しながらのレポートが書くことができませんでした。メモ書きも

不十分だった事を、反省しています。多少内容が違っている所があるかも知れませんが、

どうかお許し願います。山の会に入会させて頂いて、個人では、できない岩トレや地図読

み山行大変勉強になり、ますます山への思いも強くなりました。もっといろいろな経験を

積み、またチャレンジしたいと思います。どうも有り難うございました。 
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キナバル                      記 沼田真澄 

友人と玉山へ行くという話に、山崎さんが加わった。しかし、尖閣諸島問題が生じ、

かつて中国政府の不条理な態度に翻弄されたことある友人が断念。そこで、彼からキ

ナバル山をと勧められた。彼は以前登ったことがあったので、山崎さんと二人で行く

ことになった。今回の山行の目標は、キナバル山（花崗岩）登頂とマレーシアのもう

一つの世界遺産に指定されているグヌン・ムル国立公園のアピ山（石灰岩）に登るこ

とにした。キナバル山登山については、確実性を高めたかったので、日本の旅行会社

を通して予約した。アピ山の方は、日本の旅行会社で予約すると約９万円になると言

われたので、現地の旅行会社に直接 HP から予約をした。 

 

交通費 73,600 円（往復航空券代金 42000 円＋燃油チャージ等 31600 円） 

キナバル登山＆ViaFerrata 上級コース 52,650 円（1950RM） 

ポーリン温泉オプション 9,720 円（360RM） 

上記旅行会社手配料金 810 円（30RM）※1RM（ﾏﾚｰｼｱﾘﾝｷﾞｯﾄ）=27 円 

ムル・アピ山登山＆４洞窟コース（コタキナバル往復航空券含）30,699 円（1137RM） 

11/27 成田空港発  11/28 コタキナバル着・泊  11/29 ペンダントハット泊 

11/30 ポーリン温泉泊  12/01 コタキナバル・ホテル泊  12/02 ムル・ホステル泊 

12/03-04 ムル・キャンプ 5 泊  12/05 ムル発  12/06 日本着 

 

11/29 9:00TIMPOHON GATE1866m⇒ 9:25KANADIS SHELTER⇒9:45UBAH ST

⇒ 10:20LOWII ST2081m⇒  11:05MEMPENING ST⇒  11:50 LAYANG LAYANG 

HUT2702m⇒ 13:00 VILLOSA ST⇒ 14:00 PENDANT HUT3280m 

11/30 2:30 PENDANT HUT⇒ 5：20 LOW’S PEAK4095m⇒ 6：00 下山開始⇒ 

7：20 LOW’S PEAK CIRCUIT 出発点 3776m⇒ 8:20 ViaFerrata 開始⇒  

11：00 終了⇒ 11:30 PENTANDT HUT⇒ 12:40 出発⇒ 13:20 VILLOSA ST⇒  

14:05 LAYANG LAYANG ST⇒ 14:30 MEMPENING ST⇒ 15:00 LOWII ST⇒  

15:30 UBAH ST⇒ 15:50 KANDIS ST⇒ 16:20 TIMPOHON GATE 

＜一日目＞夜シャワーの水が排水しないというアクシデントがあったが、モノを言え

る日本人・山崎さんの活躍で部屋をチェンジしてもらって、なんとか無事に就寝。6：

30 にホテルに迎えの車が到着。ワンボックスの車には、他に 4 名乗車していた。我々

が 後だったらしく、その後は直でキナバル公園へ。8：00 すぎに到着。パスポート

を渡して、公園のチェックインを済ませると、首から下げるパスカードを受け取る。

そして、荷物を預かってもらう手続きをする。一荷物、10RM。担当のガイドが来るま
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で、しばらく待たされた。公園のオフィスの目の前からは、キナバル山の上部が見え

たが、ときおり雲がその姿を隠す。日差しは強いが、雲が多い。熱帯雨林地方の雨季

でということで、急な豪雨が心配だ。Ｔシャツで来たが、標高が 1563m なので少し肌

寒くなり、長袖を着る。やがて、ガイドが登場。彼の名は、シルベスター。身長 160

㎝くらいと小柄だが、しっかりした体格をしていた。年齢は、40 歳くらい。彼から昼

食の弁当を受け取ると、ガイドを含めた 10 人がキツキツで車に乗り込み、出発点のゲ

ートまで 15 分ほど。ゲートで入園のサインをし、いざ出発。今日は、高低差約 1400m

で 6km の歩き。通常のコースタイムだと、5 時間。はじめは、少し下る。そして、こ

のコース唯一の滝を過ぎると、上りになる。登山道は結構整備されており、階段状に

なっている部分が多い。木々は当然生い茂っていて、熱帯雨林を感じさせるが、登山

道を塞いでいるという個所はなかった。上り始めると、暑くなり、すぐに腕まくりを

した。 初の 2km くらいは、上りと平坦な道が交互に現れ、準備運動的で体にやさし

いと感じた。休憩は、シェルターがところどころあるので、その都度行った。尾が太

くフワフワしている体が小さい可愛らしいリスがお出迎えしてくれることが、多々あ

った。シェルターには、雨が防げる屋根があり、ごみ箱もあり、トイレもある。さす

が、世界遺産に指定されるだけある。キナバルの花としては、ウツボカズラが有名だ

が、運よく LOWII シェルター手前あたりで、見ることができた。ガイドの話だと、何

種類かあり、猫が入るくらいの大きいものがあるらしい。下山のときに、この時期で

も大きなものを見せるよと約束してくれた。（ネペンテストレイルには、世界 大の

捕虫器を持つラジャウツボカズラが自生しているらしい。）距離の半分の 3km を過ぎ

ると、平坦な道はなくなり少し傾斜が強くなる。標高も 2500m 近くなり、空気が薄く

なったのを感じだす。そのあたりで、裸足のポーターに会った。60 歳くらいの感じだ

ったが、リュックを二段で二つ担ぎ、右手に傘、半袖半ズボンという出で立ち。ガイ

ドに彼は凄いねと言ったら、裸足で歩くと足裏がマッサージされて気持ちよくなるか

ら、疲れたらやってみなよとジョークを飛ばされた。ちなみに、ポーターはサンダル

の人が多かった。LAYANG LAYANG HUT で昼食。サンドイッチに、ゆで卵、フライ

ドチキン、りんご、水 500cc。約 20 分ほどの休憩。少しガスがかかってきて、歩き出

してしばらくすると小雨が降ったが、ガイドによると雨ではなくガスの中にいるから

だけとのこと。そんな中、ウツボカズラの群生地帯に遭遇。色の変化が綺麗に見て取

れて、思わず写真を撮った。VILLOSA シェルター手前では、ヒメツバキ地帯があった。

残念ながら、花は蕾でもうすぐ咲くような感じだった。そのシェルターを過ぎると、

花崗岩の石がところどころでてくる。湿気があり、苔が張り付いていて、湿っている

が、ざらざらしていてフリクションは問題なかった。しばらくすると、上が開けてき

て、Donkey Ear’s Peak が見える。しかしすぐにガスってきて、PENDANT HUT に

着くまで視界はあまりよくなかったが、雨が降らなくてよかった。リミットの 16:00

までに無事到着できて一安心。チェックインを済ませると、ガイドからお茶のサービ

ス。もっと飲みたかったら、ご自由にとのこと。ハットの中は、温かく、汗でぬれた

ものを脱いで上半身裸で寛げだ。受付のところの 12 畳ほどの休憩所には、４人組の西

洋人が ViaFerrata の説明を受けていた。彼らは Laban Rata Resthouse に滞在予定
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（ViaFerrata コースの人は、PENDANT HUT 泊と決まっている）だが、ここへ来て

ViaFerrata を知り、明日受けたいとのことだった。料金は、上級で 600RM だった。

ここでは現金のみでカードが使えないので、相談し合い、結局二人だけの参加となっ

た。壁には、プロフリークライマー・平山ユージの写真が載った新聞が二枚、額に入

れて飾ってあった。東日本大震災の後、日本人を元気づけるという目的で彼が Oyayubi 

Peak に高所での初の超難関グレード 5.14c（Return of the Souls）を開拓したことは、

ドキュメント TV 知っていたが、その他に 3 つのルートも開拓し、さらにはこの開拓

のおかげでフリークライミングがマレーシアで広く知られることになったことは知ら

なかった。受付の人に聞くと、それ以降に 5 つの易しいルートを作り、今はガイドの

トレーニングをしているとのことだった。参加費用はいくらになるのかと尋ねたが、

彼らもまだ知らされていなかった。しばらくして、部屋に案内された。その部屋は、

二段ベッドが 4 つ並ぶ 8 人部屋。下のベッドに、シェラフがそれぞれ置いてあった。

この部屋に今日は、4 人泊まるとのこと。上のベッドに荷物を散らかし、着替えを済ま

せ、休憩所で引き続き寛ぐ。16：00 少し過ぎてから ViaFerrata のブリーフィングが

始まった。後に到着したフィンランド人の夫婦と一緒に受けた。彼らが天気が良いか

ら外でやってよと言うと、それがすんなり通り、外で受けることになった。ヘルメッ

トを被り、スコーピオンと呼ばれるフェラータ専用のカラビナセットがついたハーネ

スを装着し、外へでる。内容は、トップはワイヤーへのカラビナの掛け替えと補助ロ

ープの掛け方、フォローは補助ロープの掛け替えとカラビナの掛け替え方だった。ガ

イドは、 後に行くという。15 分程度で終わり、その後は下の Laban Rata Resthouse

で夕食を食べた。ビュッフェスタイルで、様々な料理が用意されていたが、中華料理

的な感じなものが多かった。ビールは 25RM で売っていたので、高山病のことも考え

て、諦めた。食事が終わってゆっくりしていると、日没が始まった。何人かは、ベラ

ンダで煙草を吸ったり、写真を撮ったりして、眺めていた。なんかやけに光るなと思

い、そっちの方に目を向けると、目線の高さくらいに、なんとも巨大なレンズ雲に『天

空の城ラピュタ』ででてきた「竜の巣」のようなのが上下で合体しているのを発見。

生成過程はわからないが、レンズ雲からズズズーと生まれたとしたら、おどろおどろ

しい。その巨大な「竜の巣」の中で、稲妻が光りまくっている。あんなのがこっちに

来たら、明日は上れないなと危惧したが、あまりの素晴らしさに見とれてしまった。

実に美しかった。気づいたら、30 分経過していた。外に出ると暗くなっていて、道が

よく見えない。ハットへ戻る途中、水たまりに左足をポチャってしまった。シャワー

を浴びようかと悩んだが、なんか面倒になり、足を洗うだけにして、寝床についた。

久しぶりの高所なのためか、頭痛がする。実は、ここ二週間ばかり体調が悪かった。

そんな中、19 日に妙義の星穴岳（現在バリエーションルート）へ行ったが、金洞山西

岳分岐までの登りで気持ち悪くなり、吐きそうになった。運動能力・体力は、明らか

に低下していた。そこで、キナバル登山には、ダブルスティックを持っていくことに

した。 初から使用したのが功を奏したのか、ゆっくりペースのおかげか、それとも

この気候のおかげか、ここまでは全然問題を感じなかった。頭痛に一抹の不安を感じ

ながら、目を閉じた。 
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＜二日目＞４回目に目を開けたら、もう 2：00 手前だった。フィンランド人の旦那が

すでに休憩所にいて、あいさつをすると、満月が綺麗だから外に出てみなと言われ、

その通りに出てみる。下には雲海がびっしりと広がっていたが、上を見上げると空は

澄み渡っていて、満月が輝いていた。しかし、湿気が多いためか、月が明るいためか

わからないが、宝石を散りばめたような沢山の星は目にできなかった。気温は、それ

ほど寒くない。T シャツ、長袖、薄手のフリース、レインウエアで十分そうだった。

トーストとお茶の簡単な食事をとり、念のための厚手のフリースなど必要なものをパ

ッキング。ガイドの到着を待って、出発。残り 2.7km の道をヘッデンをつけて上って

いく。しばらくすると、鎖場ならぬロープ場がやってくる。日の出渋滞が続いている

ので、ゆっくり上れ、岩場でてきて気分が高潮してきた。SAYAT-SAYAT チェックポ

イントで、通行証を見せて通過。3668ｍのここまで来ても、まだ木が生えていた。し

かし、ここあたりから完全に花崗岩むき出しとなる。ロープなしでのクライムダウン

はかなりショッパそうな傾斜のあるところを上りきると、ずっと傾斜が緩くなる。ガ

イドが山頂までもうすぐだから、風が強く寒い山頂でじっと日の出を待つよりもその

前で時間調整をして少し待った方が良いとのことだったので、その通りにする。風が

吹いたり止んだり。止まっていると、寒い。そろそろ行かないと、山頂が混んで写真

が撮れなくなるからと出発。 後の上りは、ちょっと苦しかった。山頂には、20 人は

いないくらい。山崎さんとガイドと三人でゆっくりと登頂の撮影。祝・初の 4000m 超

え。そして、ベストポントで日の出を待つ。風が吹いて寒くなったので、厚手のフリ

ース、ダウンを着込む。オレンジの線が徐々に厚くなり、偉大なる大自然の日の出劇

場がはじまる。雲がところどころにあるためか、すぅーポンっとはでなかったが、本

日一番の太陽の恵みを堪能できて感激。人が溢れかえってきたので、下山。ところど

ころでガイドが面白い形で写真を撮ってくれた。写真を沢山撮りながら、広い花崗岩

畳の上をゆったりと歩き下りる。気付けば、もう ViaFerrata の出発点。ここが 3776

ｍというところがなんとも憎い。ちなみに、 高所のフェラータということで、ギネ

スに登録されている。フィンランド夫婦が来ないのでしばらく待たされるが、制限時

間の 8：00 を結構過ぎたので、彼らを待たずに 4 人二組でスタート。ここでシルベス

ターとは別れて、フェラータのガイドのジャイがついてくれた。彼は日本に仕事で来

たことがあり、親日的な人だった。ユージ（平山）のことを知っているかと聞かれ、

フリークライミングをやっているから知っているよと答えると、より親しい態度で接

してくれた。なんでも、来る日本人でも知っている人が少ないとのこと。クライミン

グをやっていて知らない人はいないし、世界でももちろん有名な日本人の一人だよと

伝えた。すると、ビンが打ってあるところで、ルートを説明してくれたりした。垂直

を下り、長いトラバースをし、ぼっこり岩がでていてそこから垂直に下るところがあ

る。そこには、古く錆びたリングボルトが打ってあった。彼によると、日本人がこの

クラシックルートを開拓していったとのこと。彼は、スギヤマと言っていたが、帰っ

てネットを見てみると、堤信夫らが 1975 年にキナバルに登攀ルートを開拓とあったが、

その時のものだろうか。綺麗にラインが引いてあるが、初級レベルの私の目には鐙を

使わなければとても登れそうにないように思われた。フェラータ自体は、安全で、し
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かも大半が下りということもあり、写真撮影を沢山しながら快適に楽しめた。途中で

暑くなり、服を脱いだ。ブッシュに入り、ロープを一旦ほどきしばし歩いて下り、少々

上りとなる岩がむき出しのスラブでフェラータ再開。途中、新しく初心者用に開拓し

たフリークライミングルートのところで、トップロープでトレーニングしている集団

に出会った。どうやら、ガイドトレーニングのようだ。ジャイが彼もフリークライミ

ングをしているんだと私の説明をすると、なにやら尊敬の目で見られたような気がし

た。初心者に毛が生えた程度だということは内緒にしておいて、悠々と彼らに背中を

見せ下る。 後は、初級コースと合流して、無事終了。2 時間半くらいだから、優秀だ

と褒められた。ハットに帰ると、朝食が待っていた。ありがたく頂き、シルベスター

を待つ。12：30 に出発と言うので、荷造りをし、ゆったりと再度彼を待ち、出発。下

り始めに、雨が降ってきたらスリップの危険性が高まるため、ウツボカズラを見に連

れて行くのは中止することになると言われたが、しばらくするとガスがかり雨が降っ

てきた。これだとまだ雨ではないから、十分大丈夫だと安心させられる。そして、そ

の状態がさらに悪くなることはなく、無事にウツボカズラを見に行けることに。少し

登山道から外れて、下っていく。どうやら有名なポイントらしく、ちゃんとトレース

がつけられている。確かに大きい。登山道で見た大きいものの 4 倍くらいあった。大

きなものが群生していて、その一生の色の変化を見てとれた。彼は、手を入れても大

丈夫だよと、笑顔を見せながら液体の中に手を突っ込んでいた。確かに、大丈夫そう

だったが、トライはしなかった。下山時は、沢山のポーターとすれ違ったが、50kg 以

上の荷物を背負っている人が少なくはなかった。背中と頭で荷物を支え、大体サンダ

ルで、辛そうな感じはなく、淡々と上っていく。慣れているとはいえ、凄い。彼らを

見ていると、登山のトレーニングを超越している感じがして、嬉しかった。私もそう

いう次元に入れるだろうか。そんな考えなどが浮かんでは消えを繰り返しながら、つ

いに下山。良いガイドに恵まれ、二人揃って無事に登頂し、下山できたことに感謝。  

キナバル山は、世界遺産ということもあり、登山道も整備され、ところどころのシェ

ルターもしっかりしている。ガイドも親日の人が多く、安全性は高い。登った感じで

は、富士山よりも楽に思った。天候が荒れたらどうなるかはわからないが、4000ｍを

越える山としては も快適に登れる山ではないだろうか。それに、あの花崗岩むき出

しの上部は、筆舌しがたい素晴らしさがある。日本人によるクラシックルートが存在

していたり、フリークライミングルートが平山ユージによって開拓されたりと、日本

人には何かの縁があるキナバル山、機会があったら、是非みなさんも登りに行って、

感動を味わって下さい☆ 

12/03 13:00 ボート乗降場⇒ 14:40 Camp5 

12/04 6:15 Camp5⇒ 7:10 mini pinnacle 距離 900m 地点⇒ 8:00 距離 1200m 地点 

⇒ 8:20 距離 900m 地点 ⇒ 9:20 Camp5 

12/05  8:00 Camp5 ⇒ 10:20 ボート乗降場 

アピ山は、雨で滑って怪我する危険性のため、ガイドの判断で残念ながら途中撤退。

でも思わぬドリアンハンティングに行け、沢山のドリアンを食べることができた☆  
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両神山（１７

２３ｍ） 
     ～秋から冬へ～ 

                           記：磯川 剛 

山行実施日 平成２４年１２月１日 

メンバー  Ｌ磯川、山本、山口（裕）、森、鎌形  

行程    草加 5:00＝外環道・関越（花園）・国道 140 号＝7:00 登山口着 

      7:20 日向大谷登山口＝清滝小屋 9:30＝両神神社 10:30＝山頂 11:00＝両

神神社 12:00 ＝清滝小屋 1:00 （昼食休憩）＝日向大谷登山口 15:00 

秋も終わり、ひょっとしたらまだ紅葉が残っているかなーと思いつつ、５人で両神

山に行ってきました。両神山は日帰りにはちょうど良い高低差で、沢沿いの道も美し

く好きな山です。一番上の駐車場に着くと、さすが百名山だけあって満車であり、少

し下の駐車場に車を置きました。 

 歩き始めると、ちらほらと残っている紅葉が目を楽しませてくれます。天気も良く、

すばらしい一日になりそうな予感に心躍ります。  

少し歩くと清滝小屋に到着。今は営業はしていない

ということで、無人の避難小屋になっています。き

れいなトイレあり、水もあり、 高の避難小屋です。

いつかみんなで酒を担いで、宿泊したいと思います。 

この清滝小屋から傾斜がきつくなります。それで

も、道はしっかりしていて、どんどん高度を上げて

いきました。 

ほどなくして両神神社に到着。狛犬ならぬ狛オオカ

ミが出迎えてくれます。ここで何か上から白い物が・・・・雪？？  

こんな時期に両神で雪が降るんだなー、綺麗ですねー、などとのんきなことを言って

いると、雪がどんどん激しくなりました。 

 

 

 



20 
 

 

 

 

 

 

山頂での景色は雪のため無く、帰りも、雪で消え凍結して滑りまくるルートに苦戦

しながら下山しました。この時期の登山は軽アイゼン必携なことを教えてもらった登

山になりました。今回参加していただいた皆さん、ありがとうございました。お酒を

担いで、清滝小屋にまたいきましょう！  

 

塔ノ岳 

（1490.9m） 

記：畑野仁美 

◆山行日：2012 年 12 月 2 日（日） 

◆山行者：L 園木・平野・加藤・畑野・・・

3 名 

◆コース：ヤビツ峠 8:50～富士見橋

9:15～二ノ塔 10:20～三

ノ塔～烏尾山 11:20～新

大日岳 12:35～塔ノ岳

13:23=13:55～大倉バス

停 16:33 

園木さんから塔ノ岳に誘われた。丹

沢の山にまだ行ったことが無いので行

き

たかったが 

ヤビツ峠からの縦走との事で、まずは計画書をもらい

地図でコースタイムを確認。 

ちょっと長そう、歩けるかな？でもやっぱり行ってみ

たいので参加させてもらった。 

 

秦野駅のバス停にはすでに沢山の登山者が並んでいる、

臨時バス 2 台目で乗り座ることも出来た。バスは満員

だったのに塔ノ岳方面へ行くのは私たちともう一組の

若者ぐらいで後はみんな大山方面へ行ったようでした。 

ヤビツ峠から富士見橋までは車道を歩く。いよいよ登
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りが始まる、いきなりの急登でなんとか園木

さんについて行く。階段状の登りは特に辛い。

登山道の脇には霜柱がびっしり出来ている、

出発時は寒くて着こんでいたが日差しも出て

暑くなる。道も霜が解けてぬかるみ、靴底と

ズボンが泥だらけだ。 

 

二ノ塔・三ノ塔・烏尾山と進むうち薄曇りに

なったけれど相模湾の江の島など良く見える。

稜線では来た所とこれから行く所を眺めなが

ら歩く。 

この先は岩場でクサリを頼りに下る。細い尾根やガレ場を登り、後少しで塔ノ岳 後の登

りだ、この 後が登り下りを繰り返した足にはこたえます。なんとか山頂に辿りつくこと

が出来た時はうれしかったなあ。 

山頂で遅いお昼にしました、温かいカップ麺と飲み物はすっかり冷えた体に浸みます。 

 

そのうち白い物がちらほら舞ってきました。それを期に下山にかかります。長い大倉尾根

です。こちらは泥が無いけれどだんだんと雪が降ってきて服やリュックが白くなってきま

した。周りの木もうっすら雪化粧しています。 

 

半分ぐらい下った所ではまだ紅葉も見られ綺麗でした。 

 

 

ようやく長い下りが終わりバス停に着いてホッとしました。帰りは鶴巻温泉で途中下車を

し、お風呂と打ち上げして帰途に着いた。 

 

疲れたけれど変化にとんだコースと尾根歩きそれに雪と紅葉を楽しむことが出来て行って

良かったです。 

それにしてもコースには沢山小屋があるのに驚きました。 

 

園木さん、平野さんそして今回初めてご一緒した加藤さんお世話になりました。 

 

       
 

三 方 分 山 

                                           

記：下川 賀也 

【日  程】平成 24.11.28 
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【参加者】Ｌ．千葉、小宮、山本、上原、大畑、新庄。下川 

スバルラインより青空に浮かぶ富士山。期待を込めて、精進湖駐車場へ。天然記念

物の大杉を見て、神社にお参りして、けっこう急な沢筋をジグザクに登ると１時間位

で女坂峠に着く。緩やかな登りの先が三方分山の山頂。ビールで乾杯していたら一時

的に、みぞれまじりの雨、風が吹き、寒くてあわてて木立の道を先に進む。右手に時々

雪山を見ながら、時間に余裕もあるので、暖かい場所があるたびに休むと、リンゴ、

柿、みかん等等出てくる。まるでフルーツ街道を歩いているようだ。１時間少しで根

子峠に着く。左手が精進湖へ直進が２４０度の大展望パノラマ台へ。眼下には、精進

湖、西湖、河口湖、青木ヶ原,遙かかなたには、南アルプスの山々が。富士山が無い無

い。峠に戻り小１時間で精進湖のベンチで休んでいたら、どこかに雲隠れしていた富

士山が美しい姿で戻っていました。皆さんありがとう。ご馳走様でした。 

 

 

岩殿山（634m） 

記：鈴木（里） 

日程：平成 24 年 12 月 8 日 

メンバー：L 千葉かつ子・新庄八重・鈴木里子 

行程：南越谷 6：07－西国分寺 6：47－高尾 7：22－大月 8：30－登山口 9：10 

   岩殿山 9：50－兜岩－天神山 11：15－稚児落し 11：40－浅利 12：30 

   大月駅 13：05 

 

忘年山行に行けなかった 3 人で岩殿山に行ってきました。 

岩殿山は千葉さんの山と言われているように春桜の咲く頃、お花見山行の計画をよく立て

てくれて何回かご一緒させてもらった山です。 

大月駅から 30 分位歩くとお城風の資料館があり、ここを通過すると登山口です。 

パイプの柵がある九十九折の階段を何度か休憩を入れながら登っていく。 

40 分程で山頂です。富士山は裾野だけがぼんやり見えるだけですっぽりと雲の中です。 

前に来たときはカタクリの花が群生していた斜面も今は枯草に覆われて荒れていた。 

桜の木も風にあおられて寒々しい。強風と寒さで数人の登山者がいたが次々と下って行っ

た。築坂峠を過ぎると兜岩、鎖場と続き結構な体力を使って登りました。 

天神山からはさっきまで雲の中だった富士山は雲がすっきり切れて美しい姿に変わってい

た。一本の松の木があり、バックに富士山が見える景色は絵になります。 

ここからの見晴らしは 高でした。 

鎖場で先に登って行った若い女性 2 人が休憩していました。記念にと一緒に写真に入って

もらいました。 

稚児落しを過ぎてから昼食です。新庄さんが差し入れしてくれたビールで乾杯。 

カップラーメン、お新香、ビールで会話が弾みました。 

落ち葉で埋もれた急降下の登山道を木の根に注意しながら下った。 
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標高は低いが鎖場あり断崖絶壁がありと結構登りがいのある山です。 

千葉さん新庄さんお世話になりました。 

 

 

       

 

 

 シリーズ峠２＆忘年山行(旧碓氷峠 1,194m) 

                              記：兼堀善和 

★日程   平成２４年１２月９日（曇） 

★メンバー Ｌ園木、畑野、新島、染谷、杉山、兼堀（善）（恵）、上原、森、浅井（昭） 

     平野、小林（い）、阿部、和田、大門、石井（美）、八並、渋谷、関口、小

宮、 

     鎌形、山本、小林（陽）、松田、小野寺、松井、鏑木  

★コース  バス 松原団地 6:00－二手橋芭蕉句碑 9:00－見晴台 10:20－熊野神社― 

     思婦石―山中茶屋跡―碓氷坂の関所跡―四軒茶屋跡―めがね橋 15:10― 

     峠の湯 15:40-関所食堂 17:00－松原団地 10:20 

 

朝５時４５分には全員集合したが、肝心なバスが来ず問い合わせれば故障で代車手配、

１０分遅れでサロンバス（新車２回目の運行）到着し１５分遅れで出発、軽井沢に近

づくにつれ雪雲模様心配。やはり小雪混じりの出迎えであった。  

身支度を整えいざ出発、はな雪混じりの風情がある旧中山道下り歩きであった。途中  

見晴台で群馬県・長野県の県境に接し、熊野神社では長野県指定天然記念物の「シナ

ノキ」（樹齢８００余年）を１周周り（寿命が延びると言われている）し、山中茶屋跡・ 

関所跡・四軒茶屋跡・柱状節理を眺めながら、昔の人がこの中山道を馬を引いて歩い

た 

大切な街道だったんだと感傷に浸りながら歩いて行った。     

         



24 
 

 

  

 

                                  

 

 

合戦場跡で寒風に晒されながら昼食とり、園木リーダー手配の鰯のつみれ汁を調理、  

つみれのフワフワ感が 高に美味しかった。またお汁粉は餅を焦がし、多少焦げ臭い  

匂いのお汁粉も体が温まりこれもまた美味しかった。  

後に見物のお目当てめがね橋（旧信越本

線の碓氷第三橋梁、煉瓦造りの４連アーチ 式 

鉄道橋）で集合写真撮影し、食のお目当て

醤油ラーメンを堪能し、帰りのバスで森さ ん 

の誕生日のハッピーバースデーを歌ったり

変わりビンゴ・時間当てクイズと美味しい 

お酒で忘年会気分で帰ってきた。 

 

今回の山行も園木リーダーに大変お世話になり、少人数のラーメンを堪能する会の予

定が急遽忘年山行に計画変更となり、参加メンバー一同大変感謝している。  

ありがとうございました。 

雪山の寒さが苦手で１２月から３月までの山行は不参加にしてきたが、来年からは出

来るだけフルシーズン参加出来るよう徐々にチャレンジしていきたい。又、来年４月

一か月間会社休める為、大いに山を楽しみたいと思っている。  

後に山の会の皆様、来年も宜しくお願いします。  
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岩山 (いわやま  328m) 

          (栃木県鹿沼市)                 記：山﨑 正夫 

【日 程】2012(平成 24).12.16(日)   登山標高差＝168m 累積高度＝308m 

【天 気】晴れ 

【ﾒﾝﾊﾞｰ】Ｌ．山﨑、山口(敏) 

【ｺ ｰ ｽ】7:16 草加駅→8:45 新鹿沼駅～9:20 日吉神社→Ａ峰・Ｂ峰・9:58Ｃ峰→三番岩→

二のタルミ→10:40 二番岩→11:15 一のタルミ→11:25 一番岩 (天狗岩 )12:05→

12:50 深岩観音→14:00 新鹿沼駅 14:35→16:27 草加駅  

12/12 兼堀会員宅でテントサイト２１９号の 終編集作業。急遽、浅古会員の訃報を追

加。12/13 園木事務所で印刷。12/14 中央公民館で機関誌部員の兼堀・新島会員と応援の

平野会員で製本作業。その日の夕刻、浅古会員のお通夜に参列、思い出の品・写真コーナ

ーに浅古さんの山服やザック、テントサイト、山の会や会社の同僚との山行写真が掲示さ

れている。12/15 告別式、奥様に申し出て、御棺の中にテントサイト２１９号を喜んで入

れていただく。会旗を掲げて出棺をお見送りする。当日夕刻、山の会の忘年会。 

岩トレで松浦・石井・浅井会員とともに講師役を務められた浅古会員縁の鹿沼・岩山に

山口敏雄会員と行くことになった。行き先、行程は山口会員の希望による。忘年会の翌日

なので、遅めの出発にする。草加駅で約束の電

車に山口会員が滑り込む。小春日和の中、新鹿

Ｃ ｃ ｃ Ｃ Ｃ

Ｃ峰 ﾍ ﾞ ﾝ ﾁに

Ｃ峰ﾍﾞﾝﾁにて

ｒ
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沼駅から日吉神社まで歩く。途中、ああ、この店が浅古会員が岩トレの帰り道、皆にビー

ルを配るため、走るようにして買いに行ってくれた店だと思い出す。日吉保育園の立派す

ぎる駐車場の先が日吉神社への石段。その先にハイキングコースの看板がある。岩トレの

時は、Ａ峰・Ｂ峰・Ｃ峰の足元に直接行ったのでここは通っていない。岩トレをした裏側

の岩場を歩いていく。急な岩を登るとベンチがある。ここがＣ峰。この先、岩と岩の狭い

隙間抜けながら三番岩に達する。西側に深岩が見える。大きな岩のある一のタルミに着く。

先に歩いていた２０人程度のグループが必死に仲間を呼び捜している。まあ、この程度の

山で、未だ１１時なので、応援しなくても良いと判断。そのまま、雑木林の中の岩場を進

むと一番岩に達する。漸く、仲間を呼ぶ声もしなくなったので、見つかったものと安心す

る。一番岩でゆっくり景色を楽しむ。鎖場、下り道の標識のとおり道を進むが、中々猿岩

が出てこない。道を間違える箇所も無いはずなのだが、里山の農家の庭先に出てしまう。

止むを得ず庭先を通らせていただき、そのまま、深岩に向かうことにする。風も無く、の

んびりした空気の中、道を間違った様子もないのにどうして猿岩に行けなかったのか等と

話ながら里山をゆっくり歩く。案内板と立派な門構えの大きなお屋敷(後に調べると、どう

も廃寺と満照寺らしい)の前を過ぎ、階段を登り下野三十三観音札所の一つの深岩観音に着

く。中々雰囲気のある場所だ。ここから街の雰囲気を楽しみながら新鹿沼駅まで歩く。そ

ばを食べて帰るつもりが、営業時間が過ぎ、それも能わず、車中で缶ビールで乾杯となる。 

 

雲取山 （2017ｍ） 

記：三浦藤博 

◆山行日：２０１２年１２月２２日（土）～２３日（日） 

◆メンバー：L 園木、加藤、森、三浦  

◆コース： 

① １日目： JR 南越谷 06：55 → 奥多摩駅 09：07 ＝ バス 09：

25   

＝お祭 10：10 → 後山林道 → 三条の湯 14：10 

② ２日目： 三条の湯 06：20 → 三条ダルミ 9：15  → 9：45 雲取山 

→ 奥多摩小屋 → 七ツ石山 11：21 → 鷹ノ巣山 13：44 → 水根沢林道 → 水根

16：30 ＝ バス 16：40 ＝ 奥多摩駅 16：54 →17：10 もえぎの湯 18：55 → 奥多

摩駅 19：24 

→ JR 南越谷 21：30 → 草加 21：42 

 

【１日目】 深田久弥 著 『日本百名山』 でのコース、奥多摩駅からバスの終点丹波

（たば）で下車し、サオラ峠を通り三条の湯までをたどるはずだったが、朝からの雨

で急きょ予定を変更。後山林道をゆっくり 4 時間かけて三条の湯まで歩く。 

 三条の湯は、ツルツルした肌触りの単純硫黄冷鉱泉。風呂場は男女別２棟あり、源

泉が約 10 度と低いため加熱している。入浴時間が 15 時

からだったが、その前から入浴ＯＫ。ところが、お湯に
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入ると冷たくて上がれない。後から入ってきたヤマニテ山岳会の方々と情報交換しな

がら、お湯が熱くなるまで待つ。 

夕食は、豪華に生たまご付きのすき焼き（朝食のみ付き。夕食用の食材は用意する。）

を食べる。午後 8 時半に三条の湯の３代目主人・木下さんが、食害駆除で仕留めたば

かりのシカ肉を宿泊者に出してくれた。赤ワインも有り、少し早目のクリスマスパー

ティーとなる。ハツ（心臓）の塩焼き、肩肉、シカ刺し、ユッケなど新鮮なシカ肉は、

臭みも無くとても美味しかった。   (*^。^*) 

 

【２日目】 三条の湯を出発し、水無尾根を三条ダルミまで歩く。三条ダルミからアイ

ゼンを装着し、急な登りをしのぎ雲取山山頂に到着。山頂は、一面、銀世界。ただし、

ガスがかかっていたため展望なし。 

山頂からは、丸太作りのきれいな避難小屋と奥多摩小屋を通り、五十人平ヘリポー

トを越えて、小さなアップダウンを繰り返しながら七ツ石山に着く。七ツ石山からは、

高丸山南面の巻き道に入り鷹ノ

巣山まで進む。七ツ石山、鷹ノ

巣山の両山頂ともガスのため展

望なし。 

鷹ノ巣山から六ツ石山経由で

奥多摩駅に下山する予定だった

が、時間的に厳しいと判断し、

水根沢林道を下りる。途中、沢

沿いの滑りやすい箇所を通りな

がら、水根集落に到着。バス停で

約 10 分待ち、バスに乗車する。

予想より早く奥多摩駅まで戻る

ことができた。駅近くの『もえぎの湯』で冷えた体を温め家路に着く。 

今回、初めてシカ肉を食べた。超ラッキー！！ すごく印象に残る山行だった。     

＼(^o^)／ 

      
 

 

 

 

 

奥多摩三山縦走 

記：山口裕史 

◆山行日：２０１２年１２月２３日 

◆メンバー：L 山口（裕） 単独 

シ カ の 生

肉 

七ツ石山山頂 
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◆コースタイム: 7 時間 50 分 

御岳山頂駅 8:40→御岳神社 8:50→御岳山荘 9:40→大岳山 9:50→鋸山 10:30→大ダワ（駐車

場）10:35→鞘口山 10:55→クロノ尾山 11:05→御前山避難小屋 11:30→11:35 御前山（昼食）

→惣岳山 11:55→小河内峠 12:15→月夜見台 2 駐車場 12:40→月夜見山 12:50→風張峠

13:08→里山の路 13:30→展望台 14:00→三頭山（東峰）14:30→三頭山（中央峰）休憩 14:31

→三頭山（西峰）14:50→三頭山避難小屋 15:00→大沢山 15:12→降るも引き返し 15:30→三頭

山避難小屋 15:55→大滝休憩小屋 16:15→森林館 16:20→都民の森駐車場 16:30 

今回は伊豆方面に行く予定でしたが、父親の都合がつかなくなったため、以前から単

独で厳しいコースを歩く時のために温めていたコースの 1 つ奥多摩三山縦走にしまし

た。 

当初は奥多摩に入り御岳に向かうコースで考えていたが、線路凍結で御岳駅までしか

運行しないということで急遽御岳から出発することにした。山登りを始めた頃に登っ

た御岳山。久しぶりにケーブルカーを使うと、「ただいまス 634m でカイツリーと同じ

高さです」というアナウンスにあー時代は変わったなーと懐かしさを感じた。自分も

数年前は大岳山までの周回で十分満足していたのに・・・。駅を降りると外は雪が降

っている。天気予報だと晴れの予定なのにとひとりごちながら出発。 

今回は久しぶりに長い縦走コースなので、20L ザックになるべく軽量化を考えた。軽ア

イゼン、ヘッドライト、防寒具、水筒、ペットボトル、応急道具に携帯食は 低限詰

め込んで。登りは走れないが、平らな道、緩やかな斜度の降りは頑張って小走り、休

憩も極力少なく意外に順調に三頭山まで縦走できたが、欲を出して三頭避難小屋を見

ようと思ったのが裏目にでた。大沢山過ぎの地図に載っている尾根降りコースに進ん

だがあまりに歩かれてなく、道が不明瞭であり、ガスがかかっていて視界もない。時

間も微妙になってきてこれ以上降りると戻れなくなると思い、往復 40 分損をしたが戻

ってきて分かる道を下った。無事に都民の森にたどり着き、さー帰るかと思ったら、

この時期は都民の森までバス来ないため数馬まで歩かなければならないことを売店の

スタッフさんに聞いて凍りついた。参ったなー顔をしているとスタッフさんが数馬の

湯に入るなら送迎してくれるよと割引券を頂いたので、早速連絡。一人のために送迎

してくださるのは気が引けたがありがたいサービスである。バスまで 40 分時間があっ

たため汗を流し気持ちよく帰宅の徒についた。 

天気は 後まで回復せず、期待していた富士山が見えず非常に残念だったが、単独だ

ったため久しぶりに自分の力を出し切れた登山が出来て満足のいく山行となった。 
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奥多摩・奥武蔵はあまり歩いたことなかったが、マップを見ると低山だけど長期コー

スで面白そうな山が沢山ある。三頭山～生藤山、馬頭刈山～大岳山～金比羅山、高水

三山～棒ノ折山、天目山～酉谷山、自分の体力を知る分には申し分ない。 

 

 

 

 

 

 

 

天城山（万二郎岳 1294m・万三郎岳 1405.6m） 

[期日] 2012 年 12 月 23 日～24 日 [ﾒﾝﾊﾞｰ] L. 芳野、鈴木(廣)、前田  記：芳野 光

夫 

 2011 年 3 月に計画していた山行だったが、3 月 11 日の大震災により中止していた山

行だった。当初は雪山に行く予定だったが、しばらく山歩きが出来なかったので、体

力的に自信が無くなり、雪の無いハイキングのような山歩きをしようと実行しました。 

 12 月 23 日（日）曇り、松原団地に 5 時 30 分集合、前田さんが寝袋を忘れたため電

車に乗遅れ少し遅れる。首都高速道路から東名高速道路に入り、厚木から小田原厚木

道路に入る。小田原から箱根新道に出て、伊豆スカイラインに入る少々長旅である。

スカイラインから時々海が見えて嬉しくなった。伊豆スカイラインの終点で降りて、

天城高原ゴルフ場のパーキングに向かう。ここにハイキング者用の駐車場とトイレが

完備されていて、いかにも観光地と思われた。長旅だったが思いの外順調に来て、9

時に着いた。多くのハイカーの車が止まっていた。家族連れの人々も多くいて安心す

る。支度を整え 9 時 10 分に出発する。初めは広い登山道で歩きやすかった。四辻の分

岐を万二郎岳方面に向かう。沢沿いの道になり、苔むした岩が美しかったが、見通し

が全く無かった。ヤマツツジが咲く頃を想いながら登って行く。久しぶりの山歩きな

のでキツイ。10 時 25 分に万二郎岳に着く。霧の為見晴しも無く、写真を撮って直ぐ万

三郎岳に向かう。馬の背の道を登ったり下りたりを繰り返す。万三郎岳に近づくと、

氷のカケラが降ってくる。雨かと思ったが霧氷のカケラが解けて落ちて来たのだと理

解した。11 時 50 分万三郎岳山頂に着いた。ここも霧の為、全く展望が無くて残念だっ

た。でも霧氷の花が咲いていて、トンネルを作り感激した。昼食を済ませ、12 時 20

分に出発する。急な下り坂を下りて、涸沢分岐に 13 時 5 分に着いた。そこから中腹に

付けられたシャクナゲコースを歩くが、約 2km の道が長かった。花も展望も無くひた

すら歩く。14 時 25 分に四辻の分岐に着いてホットする。少し休んで、14 時 45 分に天

城高原駐車場に着いた。 

15 時今井浜のキャンプ場に向かってドライブするが、道に迷って遠回りする。16 時よ

うやく今井浜オートキャンプ場に着いた。テントを張って、温泉に行き、用意してき

た大量のオデンとお酒を飲んで、忘年会となる。 
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 12 月 24 日（月）晴れ、翌朝は晴天になり、今井浜に下り浜を歩く。9 時～10 時半ま

で鉢ノ山セラピーロードを歩く。遠く大島が見えるが、富士山は今日も見られなかっ

た。山頂から天城山が一望でき、遠くから万二郎岳、万三郎岳を確認できた。そこか

ら河津七滝を巡り、天城峠のトンネルをくぐ

り、浄蓮の滝と観光ルートを巡る。沼津 IC

から高速道路を走って、夕方 5 時頃草加に着

いた。良い旅が出来て、嬉しい思い出になっ

た。 

 

           

浜石岳 薩捶峠 
 

記 大門京子 

★日時   2012 年 12 月 29 日（土） 

★メンバー L 園木、八並、新島、大門 

★コース 

由比＝（30 分）浜石岳＝（50 分）花立山＝（120 分）薩捶峠＝（60 分）由比 

 

1 月に「花の山旅」で行った、浜石岳と薩捶峠に行き、桜エビを食べませんか？ で  

行ってきました。 

昨日、一日中降り続いた雨もあがり、穏やかで暖かい年末の日でした。年末という事

もあり頂上には私達 4 人の他には２人しかいませんでした。頂上はぐるりと、南アル

プスの山々、富士山、沼津アルプス、駿河湾の海は、

打ち寄せる波に陽の光が当たり、深く青い海が映え、

キラキラと光っています。タクシーの運転手さんの話

では頂上には建物も建てない、店も出さない、高木も

ない、という運動をしているそうです。そのお陰でこ

のすばらしい景色を楽しむ事が出来るんですね。薩捶

峠に続く道も、1 月の時は台風の後で倒木をまたぎ、

くぐりした所もきれいに片づけられ、歩きやすく整備されていました。  

これも町の人達の仕事だと思うと頭が下がります。感謝です。頂上で頂いた園木シェ

フのトマトスープにフランスパン、八並さんのクラコットにクリームチーズと沢山頂

いて、時間もまだ早いのに、桜エビに向かって自然に足も速くなっていきます。薩捶

峠もいつもの賑わいはなく、観光客もまばらです。展望デッキも人がいないと淋しい

ものです。 

峠まで朝のタクシーを呼び「さくらや」に直行する。店も年末だからか、空いていた。

さっそく桜エビに舌鼓。いろいろ食べて、飲んで、大満足でした。  

土産に買った桜エビで年越しそばは、桜エビのかき揚げそばで締めです。  
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園木リーダー、ありがとうございました。 

    

 
 

 

那須・茶臼岳(なす・ちゃうすだけ 1915m) 

          (栃木県那須町)                 記：山﨑 正夫 

【日 程】2013(平成 25).1.2(水)    登山標高差＝615m 累積高度＝615m 

【天 気】晴れ 

【ﾒﾝﾊﾞｰ】Ｌ．山﨑、会員外(大平) 

【ｺ ｰ ｽ】7:00 大丸園地～7:58 山麓駅前～8:25 那須登山指導所～9:10 峰の茶屋～ 

10:00 茶臼岳山頂 10:05～峰の茶屋～11:40 峠の茶屋～12:10 大丸園地 

 元旦と３日の新年挨拶の予定の間の２日に山行を計画。山の会の会員に声をかけるも都

合のつく会員はいない。那須の仙人に声をかける。仙人から元旦は用事があるが、２日は

付き合っても良いとの返事。早速、元旦の用

事を済ませた後、那須に向かう。久し振りに

ログ・ハウスにて歓談し、翌朝出発。那須岳

への道路は大丸園地まで。大丸園地から林間

の歩道を通り、ロープウエィ山麓駅前広場に

着く。峰の茶屋を経て、足元が雪で埋まる山

の神の石鳥居を潜る。まだ、背を屈めば潜れ

る。中の茶屋跡に達するころになると、道は

年末の雨のため、雪ではなく氷の道となる。アイゼンと共に持参したスノーシューは使う

場所がない。北側に雪をまとう見事な朝日岳が見える。夏道のトラバース道は雪崩の危険

が高く、雪の季節は岩の峰を通るしかなさそう。峰の茶屋に着くとかなりの人達が休憩し

ている。中にはここまで来て、景色を見

て引き返す人達もいる。一息つき山頂へ

向かう。山頂までも氷の道が続く。漸く

山頂に近づくと、これまでの冷気が緩む

ように感じる。山頂直下から出る噴煙の

影響のようである。山頂に着くとそこに

は寒暖計が吊されており、－８℃であっ

た。それまでの登山道はかなり低い温度

であったはず。 
茶臼岳山頂 
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３６０度の景色を楽しむ。峰の茶屋で休憩を予定していたが人も多いので、途中の右側

の傾斜の緩い広場で二人きりで休む。再び峰の茶屋へ向かって歩き始める。右側に建物の

柱らしい跡があり、先の左側には不自然に立っている男が一人。何だろうと思った瞬間、

アイゼンを引っかけてしまい氷の道に倒れてしまった。左の手と肘を強く打つ。我慢して

歩き、峠のの茶屋に着く。やはりかなりの人がいる。峠の茶屋に着き、ペットボトルに氷

水を詰め、左の手を冷やしながら、登山道を下る。漸く大丸園地に着く。左の手と肘が痛

む為、楽しみにしていた温泉には入らず、帰路につく。友人と別れ、ペットボトルに冷水

を入れて冷やしながらの帰路となる。取りあえず、天候に恵まれ、素晴らしい景色を楽し

む正月山行となる。 

  お 正 月 山 行  ◇ 金 峰 山 ◇      

記録 加藤 

・山行日 １月２日（水）・３日（木） 

・参加者 Ｌ園木・大門・新島・森・加藤           

・コース ２日 草加 4：30―首都高―中央道―瑞牆山荘駐車場…富士見平小屋 10：05

…金峰山小屋 14：35…金峰山頂 15：10…金峰小屋泊 

     ３日 起床 5：50…金峰山頂 6：50…金峰山小屋発 9：35…富士見平小屋 12：

20…瑞牆山荘駐車場 13：05―増富温泉 15：45－韮崎大月 IC   

 新年２日目の早朝、まだ星が輝き、辺りはしずまりかえっている中、園木さんの車で草加を

出発。それぞれがややハプニングがあり予定より３０分程遅れたが、楽しみにしていた新年の

初山行とあり、みんなのわくわく感を乗せ、車は双葉ＳＡに着いた。朝食をとりながら、日の

出とピンクに染まっていく富士山を見る。 

瑞牆山荘駐車場は部分的にやや凍っているが、雪はあまりなく、駐車している車も少なかっ

た。身支度を整え、冷たくピンとすみ切った空気の中、５人で歩き出す。富士見平小屋で１回

目の休憩とアイゼン装着を行う。が、ここで大ハプニングが勃発！！ Ｏさんの財布がトイレ

に中に・・・。素晴らしいチームワークでそれぞれが財布の救出を図る。さすがリーダーはこ

こでも見事な実力を発揮して、深いトイレの中から財布を救出した。女子トイレで奮闘したリ

ーダーはまさに勇者と全員で拍手を送ったが、その後はみんなに「臭う」「やっぱり運がつい

ている」と避けられることになった。 

 アイゼンをつけ、だんだん雪が深くなる急登を黙々と進む。数は少ないが時々下山してくる

人や登っていくパーティーにも会う。稜線に出ると風は強く、ゆっくり休憩するどころではな

い。ただ、やっと見えてきた金峰山頂上や五丈岩の壮大な眺めに心ときめく。そして、遠くに

見える金峰山小屋を目指し、トラバースしながら雪深く、せまい道を雪景色の美しさを味わい

ながら歩き、無事山荘に到着した。 

 小屋のオーナーの勧めもあり、ザックをおいて山頂を目指す。３０分ほどで登頂を果たし、

見事な眺望を満喫。「やっぱりてるさんの山だけあるな？」とひそかに思った。３人は初登頂

なので、喜びも格別である。リーダーは１０年ぶり、森さんは３ヶ月ぶりだとか。やっぱりい

い山、金峰山。違う季節にも是非来たい。 

 心地よい山小屋での時間がゆっくり流れる。ぱちぱち燃える火・こたつ・窓の外は雪、そし
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て温かい仲間たち、さらにリーダー持参のチーズケーキとコーヒーまで・・・。新年早々、至

福の時間を味わった。 

 夕食は、私のチキン嫌いにも対応してくださった金峰山小屋の方に感謝しながら、ワインと

共においしくいただく。そして、暖かい羽毛ふとんで風の音を聞きながら眠りについた。 

 ５時５０分起床、星も見えたし天気も大丈夫そうということで、ご来光を拝みに身支度を整

える。小屋を一歩出ると、猛烈な寒さと風に手はあっという間に感覚がなくなる。昨日登った

道をゆっくり、強風と寒さに耐えながら登る。残念ながら、太陽は顔を出さず、写真をとって

早速下山する。 朝食は、お正月メニューだった。お雑煮・伊達巻・数の子・昆布巻きなど・・・。

小屋の方の心遣いがうれしい。今日は下山するのみということで、小屋をゆっくり９時半に出

発。雪のあるところはいいのだが、石と土と木が多くなり始めるとアイゼンをはいて歩くのは

つらいが、快適に下りながら昨日、大ハプニングがあった富士見平小屋に到着。ここでアイゼ

ンを外し、凍った登山道にひやひやしながら駐車場に着く。 

 増富の湯でゆっくり体を温め、リーダーお奨めのほうとう専門店「小作」で空腹を満たす。

「かぼちゃほうとう」のボリュームに全員完食できなかったが、冬にぴったりの熱い山梨名物

を食し、疲れも吹き飛んだ。 新年初の山行は、心も体も満足度１２０％の山行となった。金

峰山や山小屋は予想以上によかったし、吹雪の中、２回も登頂できたし、心豊かな仲間たちと

ゆっくりおしゃべりできたし・・・。女子４人を安全に、楽しく登らせてくださった園木リー

ダーに感謝！感謝！！です。そして、みなさんお世話になりました。 

 今年も、さらに上を目指して、前進しましょう。  よろしくお願いします。 
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景信山・城山・高尾山 
報告者 張替 清治 

 

実 施 日 1 月 3 日（木）晴れ 

メンバー  Ｌ.松田、小野寺、鈴木宮子、小林いつ子、張替 

コースタイム：小仏登山口 8:45…景信山 9:45…城山 11:50…高尾山 13:30 

…きよたき登山口 14:45 

 

会員各位の皆様、あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願い申し上げま

す。 

今日のお天気、晴れ後曇り。富士山見えるかなあーと思いつつ列車に乗車し、出発しま

した。 

景信山には正月ということで決行、登山者が多い感じでした。混んでいるのでもっと先

へ行こうということで、風のない良い場所を確保し酒盛りの開始でした。リーダー「久保

田 千寿」、英子ちゃん「お餅と餡子」、いっちゃん「ローストビーフ」、宮ちゃん「フルー

ツ」、私は安物の「ウィスキー、コーヒー」そんな感じでガスを点火し、お正月の始まりで

す。 

あっそうだ「富士山」しっかり見えました。歩程は万歩計の計算によると 2 万歩位だっ

たようです。正月ということで高尾山のお寺は混んでいました。 

打ち上げは新越谷で行い、無事正月山行は終了しました。皆様ごちそう様でした。 
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女峰山（赤薙山）霧降高原より 

記：長田 

◆山行日：２０１３年１月５日～６日 

◆ メンバー：L 長田 磯川、山口裕（敬称略） 

◆コース：1 日目 8:00 駐車場 8:30→9:30 キスゲ平 11:20 赤薙山→13:35 奥社跡→ 

         15:30 一里ヶ曽根手前テン場 

2 日目 8:30 テン場→8:50 一里ヶ曽根 9:10→テン場 9:30→奥社 10:30→赤薙山 11:20→ 

    キスゲ平 12:15→駐車場 12:45 

初は単独、行者堂からのピストンで熱中症になりかけた。2 回目は沼田さんと霧降か

ら入り行者堂へ、3 回目は大宮の知人に骨折リハビリに付き合ってもらい霧降から赤薙

山を経由してピストン、全て軽装備日帰りでコースタイムの 70％で行動が出来た。初

めての冬山テン泊でのリーダー、積雪期テン泊装備のコースタイムが想像出来なかっ

たので今迄のコースタイムの倍を考えてみた、冬の女峰山に何度か挑戦している人が

いるのを知っているが、結構簡単に登頂出来たりしてと夢を見ていた、しかしそうそ

う甘くは無かった。 

赤薙山までは人も多く雪も少なかったので順調に進めた、山頂を過ぎると踏み後も少

なくなりチョットした岩場が出てくる、アイゼンを履こうかと迷ったが、そのまま通

過することにして取り付く、少し凍っている所が有りヒヤッとしたが何とか通過する。

その先にも若干凍った岩場あるので足場が悪いがアイゼンを装着する事にした。 

後日、県岳連の講習を受けた時プロガイドの方に「皆さんアイゼンを着けるタイミン

グが遅過ぎます。着けなきゃ駄目な場面になってから着けるのでは足場は悪いし、滑

ったら危ないので億劫がらずに早目に着けて下さい」と言われたのだが、まさしくあ

の場面だなと思い出し反省しきりだった。 

樹林帯の中は膝下から脛辺りまでのラッセルでわかんを付けるほどでは無いのだが、

時折ズボッと潜り腿から股まで埋まってしまう。このせいで歩くリズムが取れず又潜

りたくない為にコースを考えながら進むので徐々に時間が掛かる様になる。それでも

奥社迄は計画書通りで進んできた、この先の一里ヶ曽根先のテント場予定地迄は夏で

45 分程度だったので 90 分と見込んでいたのだが踏み跡も無くなり更にペースが遅く

なる。奥社を過ぎて 2 時間近く経っても着かない、焦って来て通り過ぎたかとGPSを確



36 
 

認するが未だ先だった。そうこうしているうちに 15:30 近くになり判断をしないとい

けない時間帯になってきた。明日の事を考えれば出来るだけ先に行っておきたいが、

風が強くなり手先足先もジンジンしだし歩行ペースも落ちている。今居る場所はクラ

ストしているが何とかテントを張れそうだ。悩んだのだが欲張らずにと思い設営に入

る。ここでメンバーがピッケルを無くしている事に気が付き、少し戻って探したが見

つけられなったようだ。気を取り直してテントのポールを組み立てる途中、アイゼン

を履いたままだったので踏んで穴開けないようにとアイゼンを外す事にした。自分の

分は飛ばされない様にと気を付けていたのだが、もう一本のポールが風で飛ばされて

いた。しかもポールをテントに通すまで気が付かないというダメダメっぷり。疲れて

寒くて、どうしようも無い時ほど起きて欲しく無い事が起きるのだから自分だけで無

く互いに注意しながら行動する事の大切さを実感した。 

出入り口を風下にしペグダウンして設営完了！荷物を放り込み靴を履いたまま人間も

中へ入る、風が無いだけで暖かく感じる!何とも不思議だ！！ 

靴を脱ぎテントシューズに履き替え上着を羽織るとホッと落ち着く、このまま呑み出

したいが冬のテント泊必須の水作りがあるので、雪を溶かしながら呑む事にする。 

自分の分のウィスキーを忘れてしまい、磯川さん山口さんに御裾分けをしてもらうと

云う更なるダメっぷりなのだが、バーナーに火が灯り暖かくなり山の話に酒の酔いも

廻ってくると、冬のテントって本当に良いなぁ～！と思うのだった。初めて作る夕食

のチキンチリビーンズも割と美味く出来て良かった。明日はどうしよう？ピッケル無

しでいけるかぁ？ロープ出せば良いかぁ、でもなぁ装備無くしたら撤退だよなぁ等々

考えながら撃沈。。。 

夜半に風向きが変わり本格的な北風になる、冬型が強まったのか？とテントの中にい

ると風の音がやけに五月蝿く聞こえ心配になり何度か目を覚ます。前日に行った那須

朝日岳にて風で人が飛ばされるのを目の前で見ているので不安になる。起床 4 時のは

ずがアラームに気が付かずに寝坊。朝食を取り協議の結果、一里ヶ曽根までのピスト

ンとする。風でテントが飛ばされては堪らないので撤収してから出発、北側には雪雲

が見えるが思ったより風は強く無い、空身だからか僅か 20 分ほどで一里ヶ曽根に到着

する。これなら昨日無理して行っておけば良かったかと思うも後の祭りだ。目の前に

女峰山が見えて一瞬行けそうかなと思うが、ここから山頂まで夏で 90 分、空身とはい

え往復を考えると下山は日没間近か日没になる、正月の遭難ニュースも頭をよぎり、

やはり帰ろうと思い直す。行者堂からなら距離はあるが緩やかだから今度は行者堂か

らと 3 人で話しながら帰路につく。程なくテン場に着き一息ついたら荷物を持って下

山開始！雪は降らなかったのに風でトレースが所々消えているが帰りは順調に進みア

ッと言うまに赤薙山まで戻って来る。ふと見ると日光市街で煙が上がっており火事の

様だった、キスゲ平から先に階段が出来ていて登りは使わなかったが降りるのに使っ

てみる。所々凍っていて怖かったが行きに使っていれば時間短縮が出来たであろう。

無事下山して霧降の大江戸温泉に行くが清掃中で入れず、やしおの湯へと車を走らせ

ると先ほどの火事の後始末で渋滞（汗） 

ダメダメなリーダーでしたが、 後まで様々な事があったにもかかわらず文句も言わ
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ずに一緒に行動してくれた磯川さん山口さんには感謝しております。今回は技術的な

事や精神的な事にパーティーとしての行動等々本当に色々と勉強になりました。 

何より判断を迷う事が多かったので判断基準を自分の中に作らないといけない、これ

ばかりは経験が必要なので焦らず安全マージンを取りながら作って行きたいと思いま

す。来年は行者堂からだ！！！ 

 

 

瑞牆山（2,230m） 

森 律子 

山行実施日 2013 年 1 月 6 日(日) 

メンバー  L.森、浅井照、加藤、鎌形、山崎、芳野(敬称略) 

コース   5：30 松原団地→8：50 瑞牆山荘駐車場→9：44 富士見小屋→12：26 瑞牆山山

頂→15：52 瑞牆山荘駐車場 

 

 近頃奥秩父の山域に行くことが多くなり遠くから見てもそれとわかる岩肌のピークを持

つ瑞牆山に行きたいと思っていましが、浅井テルさんにサポートしていただきながら、初

めて山行リーダーとして出かけました。 

登山口では雪が少し見える程度でしたが、 

富士見山荘付近では道は雪と氷に世界で 

アイゼンがないと歩けない程でした。 

 昨年雪山デビューする時に山屋さんに

勧められた「どこでも登れる！」12 本の

爪の出ているアイゼンは X 脚の私にはす

ぐ反対の足に爪を引っ掛け今では勧めら

れるままに買ったアイゼンに後悔していました。 

メンバーの皆さんは登山道を歩いていましたが、登山道横にある完全凍結の川で、2 本の

爪を立てて「ザクザク」と登り、アイスクライミングを楽しむことが出来ました。 

 ちょっと嫌だったこのアイゼンがすっかり大好きになった瞬間でした。 

厳しい急坂を登りつめたら開けた山頂が・・風もなく眺望も良く南アルプスや中央アルプ

スの山々をゆっくり眺めることが出来ました。 

 冷えた体を温めて貰おうと山頂で関西風白みそ仕立ての御雑煮を作り景色をおかずに昼
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食をとりました。 

雪山は寒いので、休憩もそこそこに歩く事が多いのですが、温かくのんびり休憩をとり

ながら下山しました。 

初めての山行リーダーで、色々と至ら

ないところもあったかもしれませんが、 

参加者の皆さんには喜んで頂けた様で、

サポートしていただいたテルさんにはと

ても感謝です。 

これからもっともっと色々な山を知り、

「俺の山」って言えるような山を見つけ

たと思いました。 

 

 

百蔵山,山行報告 
記・千葉 

★日 時     Ｈ２５・１・６ 

★メンバー     Ｌ,千葉・上原・鈴木（里）・大畑・尾崎・阿部 

★コースタイム  南越谷 6：07—－猿橋 8：11・・福泉寺 9：10・・登山口 9：50→→ 

金毘羅宮 10：55→→分岐 11：35→→百蔵山 11：55→→昼食→→百蔵

山 12:55→→東ハート登山口 13：50・・浄水場 14：00・・・ 

猿橋駅発 14：51 

正月山行という事で「百蔵山」を選んでみた。何回も登ったという事で自信過剰になっ

ていて、地図も持たずに行った事、これが失敗でした。 

福泉寺の所を入った記憶を便りに

細い道を山に向って登ってみたが

違っていました。 

民家の方に聞いて車道を行き止

まりまで入った、ここは間違う人

が多いよう、との事、だったら標

識をもう少し見える所にほしいと

感じた。以前の記憶は全たくどこ

かに吹っ飛んでしまったようで、

反省です。 

家を出た時はとっても寒かった

のですが、身体もすっかり暖かく

なり１枚、そして２枚と薄着でも

充分汗をかく山行でした。金毘羅宮まではゆるやかな登りでしたが、 

ここからは急登になり２０分程でしたが大汗をかいて頑張りました。 
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北面は凍っていると思ったがほとんどが大丈夫でした。風もなく暖かな良いお天気、頂

上には１０人程の１パーティーの人達が休んで

いました。私達も富士の山が見える日だまりを

選んで持ち寄ったツマミでお酒を少しいただき

ました。雲一つない富士山は、真っ白な美しい

姿を見せてくれ冬の富士山は私は一番好きです、

満足です。福泉寺からの登山道や浄水場への下

山道は大きな台風が来た時にくずれたり倒木が

道をふさいだりといった事で大変荒れていまし

た。特に下山の時はロープをつかむ程の荒れよ

うでしたが無事に下山できました。本当に風も

なく暖かな登山日和楽しく行ってきました。 

 

★日  程  平成２５年１月６日 

★メンバ－  園木 

６日 夫婦木神社（10：05）～羅漢寺山（10：50～11：05）～弥三郎岳往復（11：20～50）～白石

山 

（12：05～13：20）～白山（13：45）～昇仙峡口（14：55） 

 

羅漢寺山は昇仙峡の裏山で山頂へはロ－プウェイがあり観光地であるが夫婦神社から昇

仙峡口まで縦走するとなかなか楽しい。途中白砂山、白山は花崗岩の山で展望はバッグンで

す。 

正月に登った金峰山が目の前に聳えています。南アルプス、富士山をはじめ３６０度の大展

望です。バスで夫婦木神社にて下車林道を辿り羅漢寺山へ岩峰の弥三郎岳を往復し花崗岩

の白砂山、白山へと展望を楽しみながら縦走して行きます。昇仙峡口へ下山バスは５分待ち

ラッキ－でした。 

湯村温泉で途中下車温泉に浸かり又バスに乗り甲府に向かいます。一人だと気ままです。 

蕎麦処奥藤さんの暖簾をくぐります。お目当ては鳥もつ煮と甲斐の銘酒七賢です。にさらに

立 川 駅 で途 中 下 車 立 ち食 いそ ばの名 店 奥 多 摩 そ ばに入 ります。お目 当 てはおでんそ

ば！！！食った～飲んだ～の大満足の１日でした。 

 

 

 

甲斐Ｂグルメ鳥もつ煮 七賢 
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上州武尊山 

記 石井 美樹 

｛同行者｝Ｌ 石井美樹 松浦剛  小野寺英子 山口と  

浅井昭光 三浦藤博 森律子   山口ひ 

｛日程表｝ １泊２日 

1 月 12 日 松原団地西口(5:30)＝川場スキー場Ｐ（9：15－10：00）＝リフト２回＝ 

リフト終点（10：50－11：15）---剣ヶ峰（12：00）---上州武尊山（14：00）--- 

リフト終点テント場（16：00） 

1 月 13 日 リフト終点テント場（8：30）---リフト２回---川場スキー場--- 

かやぶきの源泉湯宿ゆとり庵（10：40---11：30）--道の駅川場田園ランド 

（11：45---12：30）---松原団地西口（14：00） 

 

 南八ヶ岳の赤岳に行く予定だったが、笹子トンネルの天井崩落事故の関係で、中央

道の利用はあきらめて、関越道の上州武尊山に行くことにした。３連休の初日とあっ

て、お決まりの事故渋滞で、到着は予定より、１時間程遅れた。  

駐車場は８階建て、トイレは暖房、しかも無料、ありがたい。しかし、 近のスキ

ーブームの関係か、リフト券売り場は、かなりの混雑である。登山届の提出、リフト

券の購入と、また、時間のロスである. 

天気は快晴で、風もない。明日の天気は、崩れ始めるとの予報もあり、今日、アタ

ックすることにした。 

テント場は、山頂近くを考えていたが、アタックする時間を考えて、リフト終点の

すぐ上に張ることにし、テント場の予定場所に荷物をデボする。テント場までの歩行

時間は、10 分程度である。 

テント場予定地の出発時間が、１１時を回っていた。 

立ち食いそばの名店 立川駅奥多摩そば
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ワカンを履くほどではなく、しかし、ツボ足では潜る程度の雪の状態で、なかなか、

前へ進まない、下山時間を考えて、山頂到着の限界時間を 14 時に決めた。 

天気は 高だか、トレースは先に行った別グループの２人の後だけだ。なかなか、

前へ進まない。 

若い連中に、トレ

ースを作ってもら

い。老人グループは

後から追っかける

ことにした。 

 

 

 

 

 

真っ青の空に、山頂がそびえる。

先発隊のおかげもあって、全員、

予定の 14：00 前後に山頂に到着す

る。山頂は、「草加山の会」の独占

だ。 

山頂は、360 度、富士山、谷川、

越後三山、平が岳、至仏、燧岳、

日光白根、全部見える。 

下りも、若手にラッセルを任せ、

老人グループは後からゆっくり

と、テント場に向かう。16：00 に到着。かなり、寒くなってきていた。  

ジャンボテントに、８人が入る。荷物は、Ｂテントの中にデボする。 

テントの中で、大宴会が始まる。明日は、下山だけ、それもリフトの終点まで、 

10 分の距離だ。 

 山口（ひ）さんは、寒い中、夕焼けを写真に収めにテントをでる（下の写真）。私は、

美しさより、お酒のおいしさを優先して、酒を飲みつづける。  

ガスコンロを２つ

点け、あったかいテン

トの中で、酒が一滴も

なくなるまで飲んだ。

話が弾み、24：00 ま

で、酒盛り続いた。 

料理は、森シェフの

ポトフである。出汁は、
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ウインナーと、サラミを煮込んだ特性だ。サラミは煮込むと、油と辛さが飛び、柔ら

かくなって 高である。 

雪の中の、テント生活は 高である。 

24：00 寝る前に、テントを出る。星が美しい。カシオペアだけは分かるが、後は

分からない。でも、満天の星空は、感激である 

翌日は、ポトフのあまりに、ラーメンを入れ、おいしい朝飯をいただく。帰り道は、

「かやぶきの源泉 湯宿ゆとり庵」の 高の温泉につかり、道の駅「川場田園ランド」

で、おいしいそばを食べ、安い野菜を購入し、草加に向かう。  

短い時間でしたが、天気、景色が 高の素晴らしい山行でした。参加していただい

た皆様、ありがとうございました。 

                                   完 

  丹沢表尾根   
■ 日  程 Ｈ25.1.13（日）-14（月）             記：小林いつ子 

■ 場  所 鍋割山―塔ノ岳―丹沢山―大倉尾根下山 

■ メンバー Ｌ園木・新島・加藤・小林い 

■ 歩  程 13 日 5：40 草加－渋沢 7：50 着―タクシー－8：20 二股 P 

－9：40 後沢乗越―11：00 鍋割山 鍋焼きうどんランチ 

－12：30 塔ノ岳―3：00 丹沢山（みやま山荘泊） 

       14 日 7：00 丹沢山―塔ノ岳（尊仏山荘立ち寄り）－大倉尾根下山 

          －大倉バス停 11：00 

1 日目 事前の天気予報ではこの日は快晴、明日は多分雨か雪で大荒れ！！ 

それなら今日は存分に楽しもうと意気込んで出かけた。二股の駐車場はいっぱいで、 

私たちを降ろしたタクシーも U ターンするのに苦労していた。 

のんびりと林道歩きを楽しんでいると、数羽のトンビが空に、と思ったら二羽が頭上で 

接触！目の前に肉のかたまりがドスンと落ちてきてまずびっくり！それを取り返そうと 

トンビが下りてきて二度びっくり！肉の塊は１ｋｇぐらいかな？結局つかみそこねて上に。

怖いので後も見ないで逃げた。湘南の海岸なら弁当やバーガーがいくらでもハントできる

のに山暮らしのトンビは厳しいな！トンビが肉なら私達は鍋割山の鍋焼きうどんだ。 

後沢登り口で小屋の関係者？が上でうどん食べたきゃ水運んでと待ち構えているので、

女子組も一人水 1.5ℓ入りのペットをリュックに押し込み、鍋割山にむかった。 

鍋割山には押しかけボランティアなる人た

ちが大勢いるようで、空き缶などを背負っ

て下山する姿も見られた。 

11 時鍋割山頂に到着。富士山もどんと出

迎えてくれた。穏やかないいお天気である。 

富士を見ながら小屋人気鍋焼きうどんをペ

ロっとたいらげ大満足で塔ノ岳に向かった。 
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道は東に向き、相模湾を右に見ながら大倉尾根に入り、昼過ぎに塔ノ岳山頂に到着。 

道はずっと霜解けのぐちゃぐちゃで大変だった。 

 尊仏山荘の裏手に二頭の雄鹿がいた。小屋の人の話だと兄弟のようだ。じっと座って動

かない。目だけが開いたり閉じたり、鹿も冬場は風を避けてのことらしい。 

すれ違う人の数もぐんと減り、丹沢山までは静かな山歩きだ。左に富士山、右は小田急沿

線の町々や大山が良く見渡せた。3 時過ぎ、丹沢山荘に到着。ほっとする。小さいが綺麗

なログハウスである。やはり雲が多くなり、天気予報当りの兆しだ。この夜の寝床は二階

の一番奥。下のストーブの暖気が上がってくるのでとても暖かく、寒さは感じない。夕食

にはリーダーこだわりのチーズカレーを美味しく戴いた。 

 

小屋の食堂では肉の網焼きの様なので、

肉の焼ける音と匂いが正直ちょいと気

になった。 

ふと！浮かんできた。トンビが落とし

た肉は何の肉だったのか？！と。 

8：30 きっかり消灯。明日の天候がい

い方に外れますように祈り眠る。 

 

2 日目 雪だ！外は荒れていた。一晩

のうちに随分降り、昨日とはまるで違

う場所になった。リーダーは蛭が岳方

面への予定を変更し下山を決めた。7 時に小屋を出てまず塔ノ岳に向かう。尊仏山荘で暫

く休憩をし、大倉尾根を下山。新雪で階段が見えず、転がるように降りる。寒さはそれほ

ど感じないが強風であられが顔に当り痛い。さすがに登ってくる人は一人しかいなかった。 

途中の駒止茶屋を通り過ぎ、もう大丈夫と思ったとたん、尾根道を通り抜ける猛烈な風が 

私たちを谷へと落とそうとする。リーダーから全員で繋がって歩くようにと指示され腰を

かがめて踏ん張ってこらえた。そんな場所が二箇所あり、緊張の連続だった。 

どうやら安全な所まで下りてきた頃、雪はみぞれに変わり雨となった。 

 リーダーからは、この日のコースを塔ノ

岳から新大日を経由して、可能ならヤビツ

峠に下山という計画を聞いていた。暴露し

てしまうと、塔ノ岳からの下山道が新雪で

踏み後もなく、間違えて大倉尾根に入って

しまい、鍋割山への分岐でやっと気がつい

た。新島さん・加藤さんには「雪山の訓練

として行ってみよう！！」と意気揚々とし

ていた園木リーダーが何やら言い訳をし、

女性軍はチクチクとリーダーを茶化し、厳

しい中、軽妙なハイキングコントを楽しみながらの下山となった。 
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 大倉からのバスは丁度出るところで、びしょ濡れのままバスに乗り渋沢へ。電車に乗り

換え鶴巻温泉でゆっくりした。 

ところで、この日は 後まできがぬけない一日だった。都心部・越谷・草加方面で雪が降

っていることは分かっていたが、電車に影響が出るほど降っているとは考えていなかった

ので、「成人の日なのに滅茶苦茶ね」なんて人事のようにはなしていたのに。事の重大さに

気がついたとき、とにかく乗れる電車に乗って帰ろうと決め、何とか 6 時前には我が家に

帰り着いた。 園木リーダー、新島さん、加藤さん、本当にありがとうございました。実

に楽しい山行でした。途中で足がつりかけました。やっぱり歳を感じます。皆さんに迷惑

をかけずに済みホッとしています。 

 

 

貝鳴山（1,222m） 

森 律子 

山行実施日 2013 年 1 月 20 日(日) 

メンバー  L.園木、三浦、森(敬称略) 

コース   5：26 草加→9：15 会津高原尾瀬口→10：25 萩野登山口→14：35・1222ｍ地

点→16：00 会津高原尾瀬登山口 

 

 1/25000 の地形図を頼りに 会津貝鳴山へ行きました。  

鉄ちゃんの聖地？ 野岩鉄道に乗り込み会津高原尾瀬口まで行き、車道を約 1 時間かけて登

山口まで歩き 入山出来そうな尾根筋を探して入山、 ワカン、ピッケル装備で急登をラッ

セルします。 自称晴れ女の私の頭の上だけは 、お日様が・・空も見えてなかなかハイペ

ースで登ります。 

少し平らな所へ着くとまた次の急登りが・・ トップを入れ換わりながらラッセルで進みま

す。  

ピークが見えたと思ったらその先の尾根に もう一段高い山が・・  

あっちがピークか？とラッセルで進み 山頂の目印が無いかと探すとその先にまた山が・・  

もっと奥か？とラッセルで進み 今度こそ山頂？でもその先にまた山が・・  

雪に埋もれて三角点も見えるわけ無いし 、高度計で見ると目指す山の高さ 1222ｍで終了  

風も出てきて寒くなってきたので、素早く下山・・  

ところがあっという間に猛吹雪になり 自分たちの付けてきたトレースも無くなり  

一時下山ルートを見失い赤ﾃｰﾌﾟに

つられて 違うルートに入ってし

まいました。  

コンパスで方向を確認し 早く下

山するためにワカンをはずし つ

ぼ足ラッセル体制に・・  

保温の為衣類を着込む様にと指示
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が出たのですが 猛吹雪じゃフリースを着込むにも一苦労 なんとか服を着て暖かい飲み物

を口に入れ ちょっぴり元気になって下山再開  

ピッケルに全体重をかけて滑らないように 木の周りをジグザクに素早く下ります。  

登りで使った尾根筋をみつけ無事下山 経験豊富なリーダのとっさの判断で安全に下山で

きましたが 、冬山の恐ろしさを身をもって体験した山行となりました。  

 

帰りのお楽しみ  

駅近くの日帰り温泉「夢の湯」で冷えた体を温め  

美味しい地酒をちびちび飲みながら帰路につきました  

大坊山から大小山 
記：兼堀恵美子 

山行日：平成２５年１月２７日（日）  

参加者：Ｌ兼堀（恵）、畑野、橘、兼堀（善）、上原、小野寺（英）、大木、平野 

    渋谷、阿部、鈴木（廣）、鎌形、松井、山崎、和田、尾崎、八並、染谷、  

    前田、小野寺（博）＝入会希望者 

コース：東武足利市駅７：２９着 

    バス岡崎山行き７：５０発―大沼田集会所８：２０着  

    大沼田集会所～子の権現～大坊山登山口（大山祇神社）～大坊山 9:20～つつ 

    じ山～鉱山(10:20~10:50)～越床峠～大小山 1２:20～阿夫利神社～富田駅  

     帰路 東武足利市＝久喜＝越谷＝松原団地 4:30 

 初リーダーでしかも真冬と言う事で、なるべく雪の無い低山にしました。大小山に

したのは主人と何度か登ったことがあり、低山ながら楽しめる山だったからです。  

初は大小山周回コースと考えていたのですが、以前企画実行したことのある上原さ

んに相談したところ大小山周回コースでは物足りないのではと助言を頂き大坊山から

大小山のコースに決定しました。 

 東武足利市駅からバスで大沼田集会所まで行き

大山祇神社から登山道に入り大坊山山頂には２０

分位で着いてしまいました。低山ながら眺望は良か

ったです。休憩を取り越床峠からつつじ山、鉱山を

経て大小山へと目指しました。途中にあった関野鉱

山お休み処で長い休憩を取り、男性陣は待ってまし

たとばかりに酒盛りを始めちゃいました。 

そこに関野社長さんがいて全員がカエルの付いたキーホルダーを頂きラッキーでした。 

その関野鉱山を後に大小山を目指すコースは岩場があったり強風が吹いたりでこれが

低山かと錯覚する程でした。登ったり下ったりしながら妙義山、大小山へと向かい無

事全員怪我もなく下山しました。富田駅から１駅の足利でそば会席を食べ（もちろん

お酒も）帰って来ました。 

 頼りないリーダーにもかかわらず１９名も参加して
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頂き有難うございました。調査不足で迷惑もかけてしまいましたが、皆さんのご協力

があって無事終わり大変感謝しています。本当に有難うございました。  

 

 

 

 

 

 

蛇骨岳（2,366m） 

森 律子 

山行実施日 2013 年 1 月 27 日(日) 

メンバー  L.森、磯川、園木(敬称略) 

コース   4：30 新越谷→9：05 車坂峠→11：20 黒斑山→12：25 蛇骨岳→13：25 黒斑岳

→14：25 車坂峠 

去年から気になっていたその年の干支の名前がついた山行、辰年の竜ケ岳に続き今年は

蛇骨岳へ行きました。 

黒斑には昨年に行っているので、その先の稜線伝いにある蛇骨は大丈夫！ということで今

年 2 回目の雪山リーダーに（思えば出世したものだ）高峰高原ホテル前の駐車場から、登

山道へ表コースから入山します。

去年より積雪量が多いゾ！アイゼ

ン装備で雪の感触を楽しみながら

サクサク登ります。 

雪に埋もれた避難小屋を過ぎトー

ミの頭に出るとドドーン！と浅間

山がすばらしい姿を見せてくれま

した。急坂を登り切って、黒斑山

へそしてその先の蛇骨山を目指し

ます。トレースは黒斑から数分のところで急に無くなりアイゼン＆ワカンの稜線ラッセル

装備で、先を進みます。樹林帯に入ったり稜線に出たりを繰り返し、岩がゴツゴツしてい

る蛇骨岳が見えます。トップを交代しながら山頂へ、風が強くてとっとと退山（？）今年

はとし女！また 12 年後にはこれるかな～と考えながら下山しました。 

下山コースは通行止めになっているルートで冬道なら行けるか？と思い裏コースにしたか

ったのですが、トレースも無いので時間が読めないので黒斑山経由で下山することにしま

した。 

トーミの頭の下の分岐では、

樹林帯の中コースを使って下

山ヒップソリを持ってきたメ

ンバーは滑って下山。今度は
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私も背負ってこよ・・あと少しで下山というところで、何度も腰まで踏み抜きさんざん苦

労して下山しました。天狗温泉の褐色のお湯に浸かり美味しい信州そばを頂き帰路につき

ました。お天気のいい雪山は 高！近頃は週末にはいい天気になることを天気図を読みな

がら願っています。 

筑波山  (887m) 
                                                            記：黒澤 登美江  

■ 平成 25 年１月３１日 （木）  

■ メンバー：L 小野寺、小林（い）黒澤  

■ コ ー ス：八潮団地 8:30 集合  

八潮団地 8:30･･･常磐道･･･つつじヶ丘登山口 10:20･･･弁慶茶屋 11:00･･･ 

女体山 12:00･･･昼食･･･下山 12:45・・・弁慶茶屋 13:20･･･つつじヶ丘駐車場･･･ 

13:50･･･八潮団地 

 

病後のリハビリ山行と云う事で、また、また、又の筑波山です。  

約半年、山とご無沙汰で、体力、気力も心配でしたが、良き仲間の応援で登ることが  

出来ました。  

天候は晴れ、この時期の筑波山は初めてで、  

いつもの神社コースは今の体力では無理かと思

い、つつじが丘のコースで登り始めた。  

ゆるやかな登りで、富士山も見え、先日の雪もか

なり残っていて、なるべく雪の上を歩いて、ちょ

っぴり雪山気分を味わった。  

のんびりも弁慶茶屋あたりまでで、登山道はアイ

スバンで緊張の連続でした。  

弁慶の七戻り岩の手前に大きな杉の木が有った

のを、切り倒したようで切り株があり、その年輪

の古さに驚いた！！  

誰かがその切り株に「西暦 1700 年」とか「天

明の飢饉」、「赤穂の討ち入り」、諸々の出来事を

張り着けてくれていた。  

改めてまわりの杉の木を見て、歴史を感じました。 

アイゼンを付けている人もいたが、付けること

なく慎重に登り、女体山頂上で関東平野の風景を楽しんだ。  

富士山は霞んで見えなかったが霞ヶ浦がは

っきりと見ることが出来た。 

『登って行くごとに山の良さが蘇り、 
もう少し山を楽しもうかな…？』と思い

ました。 

年
輪
の
説
明 
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お天気も良かったし、久しぶりに青木屋の露天風呂を楽しみに行ったら休館日で、  

男女川の酒粕を買って帰りました。   

お二人さんお付き合い有難うございました。  

 

 雲龍渓谷 

                                記：鎌形瑞枝 

日時――２０１３年２月２日 

メンバー―― Ｌ鎌形（み）、森、大竹、芳野、兼堀、鎌形（さ） 

コース――草加 5:30－林道ゲート 7:50－稲荷川 9:25－洞門岩 9：50 

     雲龍渓谷入り口 10:40－雲龍ばく下 11:10（昼食） 

     洞門岩 12:30－稲荷川 13:00－林道ゲート 13:45 

 

天気予報は曇りと傘マークで曇り空の氷柱はどう見えるのだろうと不安な出発でした。 

日光まで青空があり、期待感がありました。洞門岩まで長い長い車道は日焼けを気にしな

がらの歩きでした。アイゼンを装着し、数回の渡渉を繰り返しました。友不知で巨大なつ

ららが出現。日差しの中青く輝いていました。ヒマラヤで見たブルーが身近で見られた気

分です。好天が続いたせいか、本来雪が少なかったのか岩肌がたくさん露出していました。

大級の氷柱ではアイスクライミングを行っておりカメラ撮影をしていました。２～３本

の氷柱は崩れて無残な姿です。滝に向かう急登の手前で昼食を取りました。日差しがあり、

寒くなくゆっくり出来ました。見上げた滝は途中で氷が無くなりゴーゴーと水が流れてい

ました。朝のうちは凍っていたようです。ここから引き返す事に。 

アイゼンを付ける時に全然寒くはないし、車も近場に停められたしと良い事ずくめではあ

ったが、好天続きで氷柱には残念な事でした。渡渉がこんなにあると思っていなかったの

でストックを車においてきた事は悔やまれました。又チャンスがあったら訪れてみたい場

所でした。皆様付き合っていただきありがとうございました。 

 

波山頂で 
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甲州街道てくてく歩き№9（竜王駅～長坂駅３４㎞） 記：石井文子 

平成２５年２月９日(土)～１０日(日) 

参加者 Ｌ．石井(美)、和田、阿部、鏑木、千葉、鈴木(里)、上原、田村、大畑、平野、

中島、大門、杉山、渋谷、大木、兼堀(善)、兼堀(恵)、石井(文) 計１８名 

コースタイム 

２月９日(土) 

南越谷(5：52)＝＝西国分寺(6：32～45)＝＝立川（6：51～7：21）＝＝甲府(8：28～53)

＝＝竜王（8：57～9：10）――11：00 霊崖寺――2：30 唐沢・猿の親子―― 

穴山温泉能見荘 15：30                     （歩程１６㎞） 

２月１０日(日) 

穴山温泉能見荘(8：00)――9：00 取水関――11：00 萬休院――酒蔵七賢(12：25～13：00)

――長坂駅(14：25～38)＝＝甲府（15：21～25）＝＝立川(16：38～41)＝＝西国分寺（16：

46～55）＝＝南越谷 17：36                    （歩程１８㎞） 

 

２月９日(土) 天気晴れ 

２月は特急も空いているだろ

うと思っていましたが、３連休

の為、自由席は満杯、立川から

甲府まで１時間皆さんをたたせ

てしまいました。            

№８の街道歩きから３か月ぶり

に竜王駅に降り立ちました。         霊崖寺の石仏  

６日の天気は雪の予報があり道路を歩くのに雪道になるかと心配して、旅館に問い合

わせ、「無いですよ」と、いわれ安心していましたが、当日竜王駅に降りて納得しまし

た。 

家々の庭には蝋梅の花が咲いていて天気は晴れ、風もなく、振り返れば雪をかぶっ

た富士山が歩く私たちを和ませてくれます。ゆるい登り下りをくりかえしながら４㎞

歩き鳥居の高さが低い舟形神社を見学し、また４㎞歩き韮崎駅近くにある霊崖寺の穴

観音に到着です。岩屋の中に沢山の石仏がありました。  

｛霊崖寺：空海が観音石仏を洞窟に安置したのが始まりと言われていてます。｝ 

七里岩がここから長坂まで崖のようにそびえていて後で何回も登り降りすることにな

るのです。７㎞歩き、唐沢付近サルの親子をで見かけました。旧甲州街道と別れ旅館

のある穴山温泉まで１㎞を歩きました。入戸野橋を渡り標高差６０㍍の七里岩を登り

穴山駅を超え少し下り午後 3：30 旅館に到着です。 

穴山温泉能見荘は、「百名山」に著者、深田久弥が茅が岳で急死する前日に泊まった

旅館です。こじんまりした旅館でご主人とおかみさん、従業員の３人で切り盛りして
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いました。部屋の名前は窓から見える景色にあわせて富士山の間、鳳凰の間などがあ

りました。宿泊は私達だけで貸切でした。 

温泉なので、温度は 38 か 39 度のぬるめなのでいつまでも入っていられ、足の疲れが

少しとれました。 午後 6：00 宴会。切り身の大きい刺身や、てんぷら、うどの味噌

和えなど、沢山あり、ごはんとうどんが出て食べきれませんでした。 

２月１０日(日)天気晴れ 

おかみさんに萬休院にある舞鶴松を見に行くというと「残念ながらもう枯れてしま

いましたが良いところだから行った方が良いですよ。」とのこと。  

8：00 旅館出発、旅館から駅に向かって歩いていくと小さな沼がありました。千葉県

から送られた大賀博士が発見した大賀ハスが植えられていました。今は枯れていまし

たが、花が咲いたら綺麗だろうと思いました。 

線路を超え七里岩の高低差を下り穴山橋を渡り旧甲州街道に戻りました。旅館から

約２㎞ありました。富士山、鳳凰三山、仙丈が岳、甲斐駒ケ岳、八ヶ岳、金峰山、茅

が岳に見守られながら歩きます。 

歩いていると軽乗用車が止まり、「この近くに取水堰があるから行ってみたら」と、  

パンフレットまでいただきました。さくら並木が続き１５分位歩いたら取水堰があり

ました。綺麗な透明の水がこんこんと流れていました。  

旧甲州街道へ戻り８㎞歩き萬休院に到着しました。舞鶴松は祠の中に横たわってい

ました。住職の方が鐘を突かしてくれるということで体験しました。 

３㎞歩いて、山梨の銘醸「七賢」で酒祭り開催していて、利き酒をしている観光客が

沢山いて圧倒されてしまいました。獅子舞なるぬ、虎舞があるそうですが、時間まで

まてないので長坂駅を目指すことにしました。午後１時に歩き出して、長坂駅に到着

したのは午後 2：25、七里岩の高低差を登ったので４㎞はあったと思います。みんな

がんばって文句も言わず歩いてくれてありがとう。長坂駅はパスモ、スイカは使用で

きませんでした。帰りの電車は座って乗ることができました。  

次回№10 は、４月６日(土)～７日(日)長坂駅から茅野駅まで３４㎞、富士見「ペンシ

ョン山路」に泊まります。 
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深田久弥宿泊の宿「穴山温泉能見荘」  

 

蓼科山 縞枯山 北横岳 
記：新島和子 

★山行日  ：2013 年 2 月 10 日～11 日 

★ﾒﾝﾊﾞｰ  ：L 園木、森、新島 

★コース ：１日目 9：35 女神茶屋登山口＝12：20＝12：30 蓼科山＝13：55 女神茶       

      屋登山口～15：30 ロープウエイ山頂駅＝15：45 縞枯山荘 泊 

      ２日目 8：20 縞枯山荘＝9：15 縞枯山＝9：50＝10：30 ロープウエイ山 

      頂駅＝11：20 北横ヒュッテ＝11：40 北横岳＝12：20 ロープウエイ山頂駅 

お正月に続いて 2 回目の雪山。新しいワカンを購入して意気揚々出かけました。 

【１日目】遠くに八ヶ岳、南アルプスを望み中央高速をひたはしる。女神茶屋登山口

の蓼科山駐車場に到着する頃には、すでに先客で駐車場は満車。人気の山だけあって、

かなりの人が山にはいっているようで、トレースがきっちりできている。ワカンを装

着することなく歩きはじめる。風ひとつない、青空と白い雪、絶好の登山日和・・な

のに、登り始めから息があがる「なんで、なんで、どうして～」と心で叫びながら（靴

が重いし～アイゼン重いし～荷物重いし～）なんて、あれこれ言い訳を考えながらゼｴ

ゼｴ、 

苦しい～～途中で何度も「先に行ってください」「雪山の鉄則、先に行くわけにはいか

ない。がんばれ」という会話を何度も繰り返し、下山途中の見ず知らずの人達に「が

んばって、もうちょっとよ！」なんて励まされ（まるでマラソン大会の沿道の応援み

たい） 

ようやく山頂に着くと 360℃パノラマ絶景だあ～吹き飛ばされそうな強風のなか笑顔

で写真を撮ってすぐに下山。ひたすら、下る下る。で、車に戻って 2 時。ビーナスラ

インを車で移動。ピラタスロープウエイの駐車場へ。スノボ＆スキーのお客さんで溢

れている。待つこと 30 分、山頂駅から縞枯山荘へ。なかなか趣のある小屋。豆炭の暖

かい炬燵でまったり～飲んで食べて夜は更けてゆく。至福の時。
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【２日目】翌日、目覚めると吹雪。昨日の天気が嘘のよう。小屋の温度計は－10℃。 

周遊する予定を変更して縞枯山と北横岳をそれぞれピストン。地吹雪、頬を叩きつけ

るように風が吹く。昨日の疲れは不思議となく、寒さも忘れてしまう。2 つのピークを

それぞれ踏んで何も見えず、すぐ引き返す。せっかく担いできたワカンを装着してロ

ープウエイ乗り場まで歩く。ロープウエイで下山・・帰路へ。 

今回の雪山では課題がたくさん残りました。足の弱さが身にしみたこと、弱音をはい

てしまってこと、リーダー園木さん、森さん本当にありがとうございました。おかげ

で心に残る山行となりました。 

筋力つけてメンタルを鍛えるので、また一緒に行ってください。よろしく   
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八ヶ岳一昨年のリベンジも同じ場所で撤退 

記：山口裕史 

◆山行日：2013 年 02 月 10 日(日) ～ 2013 年 02 月 11 日(月) 

◆メンバー：L 山口（裕）、三浦、磯川、浅井（昭） （敬称略） 

◆コースタイム： 

1 日目:7 時間 45 分(休憩・テント設営時間込み) 

稲子湯ゲート前駐車場 8:05→9:30 しらびそ小屋 9:40→中山峠への分岐 9:45→10:50 本沢温

泉(荷物デポ)11:00→12:15 夏沢峠 12:35→13:35 硫黄岳山頂 13:50→夏沢峠 14:20→本沢温

泉 15:50 テント泊(石楠花の湯満喫) 

2 日目:5 時間 40 分 

本沢温泉 7:50→夏沢峠 9:10→根石山荘

10:20→夏沢峠 11:05→12:45 本沢温泉→し

らびそ小屋 12:50→稲子湯ゲート前駐車場

14:00 

 

一昨年のリベンジで夏沢峠から天狗岳の頂

を踏みたいということで計画しました。 

天気は上々だが風が強く稜線歩きは大変だと感じた 1 日目。予定よりもかなり良いペース

で歩くことができみどり池へ。今回も天狗岳の白銀の姿が美しく、明日山頂に立つことを

想像しながら休憩した。 

今回は足がそろったメンバーなので、本沢温泉まで予定外に早く到着。テントは張らずに

荷をデポして軽身で出発した。夏沢峠で仰ぎ見ると風も強く躊躇したが、風に負けずに登
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りきった。山頂は若干雪が少なめ。そのため雪の白と岩の黒のコントラストがあり立体感

のあるダイナミックな景色だった。 

本沢温泉に帰るとまずは楽しみの温泉。気温 10℃以下で入る熱～い風呂は幸せな一時だ。

その後テントでビール、焼酎、日本酒と持参の酒と今回はお買い得だったレッドカレー鍋

のもとを使って調理。これがなかなかエスニックで旨い。冬は肉が痛む心配がないのでイ

イッすね。酒と鍋を楽しむこと 9 時過ぎ、ご飯を投入してオジヤにするつもりだったがお

腹一杯でご飯は食べずにお開きして眠る。 

翌日外に出てみると小雪が舞っており、5 センチ程度の積雪あり。空は曇天。天気予報で

は昼過ぎに晴れる、またほぼ無風に近いコンディションになっていたので、予報を信じて

荷物を撤収し重量感あるザックを担ぎ天狗周回に向かった。 

夏沢峠に到着すると思いのほか風があり、一昨年の状況が思い出された。まーここまで担

げば行くしかないという思いで進み、いよいよ根石岳へのふきっさらしのルートへ歩を進

めた。ところが数十歩も歩くと、耐風姿勢もままならない状況だったので、残念ながら全

く同じ場所で撤退を決断、残念！下山中、しらびそ小屋にて飲んだコーヒーがほろ苦かっ

た山行となった。このルートは次回は 3 シーズンどこかで歩こうかと思うも、いつか晴天

の冬に歩こう。 

  宝登山（４９７ｍ） 
        記： 兼堀 善和 

 

★日  時：2013 年 2 月 11 日（月） 

★メンバー：Ｌ兼堀（善）、大竹（一）、大竹（理）、松井、鎌形、兼堀（恵） 

★コース ：6：00 松原団地西口－関越道花園ＩＣ－７：40 野上駅―８：00 登山口―    

    9：00 氷池―9：３８野上峠－10:08 山頂―11:34 宝登山神社―13:08 長瀞駅 

 

 昨年３月１１日宝登山に行ったがすでに蝋梅が散って見れなかったので、リベンジ

する事にした。 

 当日天気も良く長瀞アルプス街道を気持ちよく登って行った、途中天然氷を切り出

す氷池に立ち寄り野上峠を越えて、 後の急坂階段を登り宝登山山頂に到着、お目当

ての蝋梅は山頂付近にはかなり咲いていたが、全体として２週間程度早すぎたかな・・・ 

ただ蝋梅の他に和蝋梅・金蝋梅マンサク・福寿草と縁起の良い花を楽しめた。  
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 下山して大竹さんお勧めの「おっきりうどん」を堪能美味しかったですよ！  

 宝登山神社も 1900 年記念として建て替えられ色鮮やかな建物になっていました。  

 

 大竹さん、松井さん、鎌形さんご一緒頂き有難うございました。  

      
 

 

 

雪洞・谷川岳/西黒尾根 

記： 兼堀 善和 

★日  時：2013 年 2 月 16・17 日（土・日） 

★メンバー：Ｌ浅井（昭）、ＳＬ染谷、兼堀（善）、大門、鎌形、森 

★コース ：5:30 松原団地西口―関越―8:15 水上ＩＣ－8:50 土合Ｐ－9:30 登山センタ

前―10:00 出発―11:45 鉄塔―13:00～14:00 鉄塔脇雪洞－14:30 下山 林

屋旅館 

 

 初めてのワカン装備雪道として雪洞一泊、期待と不安の入り混じった気持ちで出発、 

高速道は天気も良かったが近づくにつれ雪雲が見え雪が降り風も出てきた。  

 土合Ｐ到着後登山装備を付けいざ出発したが、強風な為ロープウェイも運転中止の

状態、悪い事は続くもので雪質フワフワでなかなか足元固められず、トレースもない

ラッセルになった。思えば 初から当初参加メンバー１０名から男３名含め４名不参

加となり、森さんを除く還暦山行になってしまったのと、不運続きの雪洞になった。  
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 鉄塔までたどり着いたが浅井リーダーの判断で予定地断念、鉄塔の少し先で雪洞に

チャレンジし一時間ほど楽しんだが樹の枝に遭遇、下山することとした。  

途中前３名とはぐれ林道に出たが吹雪と２メ

ートル越える雪が覆い大変な思いで登山センタ

ーに帰ってきた、このまま帰るのも癪に障るの

で取りあえず湯桧曽温泉（林屋旅館）で一泊す

ることとした、いい温泉で宿も綺麗で素晴らし

かったです。 

 翌日は赤城山にチャレンジするべく現地に

着いたが強風と寒さで断念、森さんはかなり悔しそうだった。  

今まで行ったことのない雪洞に誘って頂いた昭さん有難うございます.もう少し雪道

に慣れ、再チャレンジしたいと思っています。ご一緒頂いた皆さん又宜しくお願いし

ます。 

    

 

 

 

幕山（625ｍ） 
記 鈴木宮子 

★山行日：H25 年 2 月 17 日（日）晴 

★参加者：L 鈴木（宮）、浅井（祐）、兼堀（恵）、渋谷、山崎、大木  

★コース：松原西口 5：30－駐車場 7：45…登山口 7：55…大石ｹ平 8：45… 

 山頂 10：10～10：40…梅林（売店 11：30～12：00）…駐車場―こごめの湯-－草加 

 

そろそろ春が待ち遠しくて、湯河原 幕山に出かけた。  

有名な梅園の少し遠い駐車場に着いて管理棟奥の登山口から幕山の麓を回り道するハ

イキングコースをスタートした（梅の花は太陽が昇ってからの楽しみにして）。大石ｹ

平から、前々日の雪が白く残るゆるやかな登りになり滑りそうで油断できなかったが

珍しい「ハコネダケ」のトンネルをくぐりながら霜柱を踏みつつ、自然を楽しむこと

ができた。今日は時間に余裕があり、相模湾に浮かぶ初島や大島を目にしながら山頂

一周コースの散策を楽しみ、広い山頂で小休止！いい気分です！！  
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さて、梅の花、紅梅が咲いていました。斜面をピンクに染めて。白梅はこれから。  

再訪を約束し湯河原温泉と高級ランチを味わい帰路についた。  

メンバーの皆さんありがとうございました。祐子さん、快適に車を走らせて下さって

ありがとうございました。 

    
                                             

           
 

 

 

 

泉ヶ岳 （仙台）       （1172ｍ） 

＊日 時 ：平成 25 年 2 月 17～18 日                       記：小野寺 英子 

＊メンバー：L 山本、小宮、和田、阿部、千葉、鈴木（里）、小野寺 

【コースタイム】松原団地 5：30=＝東北道仙台宮城 IC＝＝（364km）＝＝泉ヶ岳スキー場 10：

00 登山口 10：50･･･水神碑 12：00～12：15･･･泉ヶ岳山頂 13：30～13：45･･･水神碑 14：20～ 

14：30･･･泉ヶ岳スキー場Ｐ15：15～15：30･･･岩松旅館（作並温泉）17：10 

予定通りにスキー場に着いたが、少し上の少年自然の家にも駐車出来ると言われて行った

が･･･結果はダメだった！和田さんだけが引き返して呉れた。その分歩き始めが少々遅れた。 

しかし、次々と登山者は入って行く、何の心配も無し。水神碑までは本当になだらか

な緩いコースで、ルンルン気分！ワカンやス

ノーシューは使いみち無しで、水神碑からア

イゼンを装着、やっと雪山気分です。「下山の

人に上はどうですか？」訊ねても、「風がひど

くて途中で戻って来た」と何人かが言ってる
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ので、ちょっと不安になる。 

確かに時折、強い風が吹きつける。覚悟をして、賽の河原までの急な登りを頑張る。

何回か吹き飛ばされそうな思いを繰り返しながら、頂上へ！！空はすっきりと晴れ渡

り広い頂上はおだやかだ。 下山しようとしていた方にお願いして、全員の証拠写真

を･･･パチリ！昼寝をしたくなる様な、いい気分でした。 頂上付近からは船形連邦が

晴れたり、雪雲が覆ったり、遠くは太平洋が見えました。下山は水神碑までアイゼン

で下りた。駐車場までアイゼン装着の人も居たが･･･無事着いた。後は作並温泉へまっ

しぐら。 オット！お酒だけは買ったけど･･･ね！ 宿では、風呂前に先ずは一杯？ホ

ントに一杯･･･？？        お風呂も沢山の露天風呂が有り、お風呂から雪の

覆った岩場の借景･豪快な川の流れの音を聞きながら、幸せな気分にすっかり大満

足！！ お座敷での夕食もとても美味しく、完食でした。又々、お部屋でも飲んでい

い気持ちで、明日の天気を気にしながら床に入った。  

【2 日目】 面白山（登れず断念） 

朝風呂にも入り、気合を入れて面白山に向かう、天童スキー場には何やら、自衛隊の車が 

沢山止まり、大勢の自衛隊員が広いゲレンデに散らばりスキーです。聞けば明日競技会が有

ってコース作りの様でした。雪が深く、やっと見つけた登山口や尾根は全く人が入ってない！ 

この時点で、全員登る気持ちは “萎えてしまった” 車に乗ったら、雪もちらつき始めた。 

直ぐに気持ちを切り替えて、大震災の被害状況を自分の身で感じ取りたいと、大分遠回りを

承知で無理にお願いした。海岸に近づくと一面の荒地で、よく見ると住宅の基礎部分だけが残

ってる。亘理町の閑上地区でガレキは片付けられてるが、沢山の住宅、市場、港、が有った筈、

沢山の人の生活があったとは、とても思えない。テレビでは分からない、想像を絶する光景です。

思わず合掌しました。東京へ向かう先には原発の影響を受けてる町々が･･･迂回をして東北道

に戻り、松原団地に着いた。皆さんお疲れ様でした。有意義な 2 日間でした。有難う～～！ 

高尾山 
記：小野寺 英子 

▲山行日：平成２５年２月２８日（木） 

▲参加者：L 小野寺、黒澤、山本、阿部  

《コースタイム》 
高尾山登山口 10：25＝山頂 12：15～13：05=分岐 13：40＝蛇滝 14：00＝蛇滝登山口 

14：20＝駒木野バス停 14：48＝高尾駅 

黒澤さんのリハビリ山行２回目はやはり慣れた高尾山で…と行く事にした。  

二人では何か寂しい気もして、代わり映えのしない山だが、声を掛けた山男は二人と

も気持ちよくオーケーをして呉れた。 

しかもしっかりとガスセットも持参して下

さり、らーめんまでご馳走に成りました。

美味しかったで～す。 

登山口から、可愛い幼稚園児が大勢で山

は賑やかだ。 

泉ヶ岳山頂 

元気で可愛い幼稚園児 
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どの子も可哀想な位、大きなザックを背負ってるが、中々の元気さ！大きな声で、  

“こんにちは～”と挨拶してくれる。 

しばし、賑やかさに負けて、お先にど～ぞ…と道を譲る。子供は元気だ、殆ど休み無

く歩いてる。途中静かになったと思ったら、おやつタイムだった！！ 

抜きつ抜かれつしてると、チビちゃん達とすっかりお友達気分で頂上へ。頂上の展望

は春霞で殆ど見えず、残念でした。 

ゆっくりとお昼タイムを楽しんで下山、  

今回は数あるコースの中でまだ下りた事の無い、蛇滝のコースにした。  

又々、賑やかなチビちゃん達に遭遇･･･！

“帰りはケーブルに乗るんだ～”と 

霜が解けてぬかるんだ道でも、キャーキ

ャーいいながら歩いてた。子供は乗り物

が大好きだもんね。“おばちゃんバイバ

イ”ってかわいいなぁ…！ 

蛇滝コースは静かで登って来る人も３人

くらいだった。このコースは気に入った。 

バスが出たばかりだったので、滞留所を

3 つ程歩いてから乗車した。駒木野バス

停という、旧甲州街道の小仏関所跡とあるが･･･街道参加者のお二人さんは、“ここ歩

いたかなぁ～”記憶に･･･？？ムリないか！！ 

まぁいいよね･･･（笑）後は順調に今回の山行は終わりました。皆さんお疲れ様でした。

いい一日でした。 

山行紀行 ～冬～                                 

記：浅井祐子 

▲2012.12.23. 杓子山(富士吉田) L.浅井ゆ、山本、小野寺、山崎、鈴木宮、浅井て、 

草加 5:30=Ｐ8:00-8:20 - 杓子山頂 10:40-11:25 – Ｐ12:00 紅富士の湯♨ = 草加 17:15 

 おバカな事に足の爪を深く切り過ぎ化膿させてしまった。痛くて山どころではない…。が、 

ようやく治りかけて来たので、試しに短めの山を計画する。実はこの杓子の麓にある 

「不動の湯」は、皮膚炎に悩んでいた昨年、幾度か通った湯治場である。園木さんが何処

かで調べ勧めてくれた。時に暑苦しい呑んべいオヤジだが、暖かい友情を感じた…。 

 通い慣れた道から悪路の林道を進み駐車。うっすらの雪と美しい樹氷の中を行けば、 

程無く山頂だが、お目当ての富士は厚い雲の中。諦めて「きりたんぽ汁」で体を温め、 

のんびり下山する。その後のお風呂からはようやく富士が望め、まずは良し良し…。 

▲2013.1.3. 竜ヶ岳 (ダイアモンド富士) 浅井 x２、 

前夜発 道の駅にて仮眠  P5:45 – 山頂 8:00 – P10:30 

 山梨笛吹の知人の誘いに便乗した日の出山行。うっすらと雲がかかるものの、何とかダ

イアモンド富士らしき様相は確認出来た!! それにしてもカメラマンの多さには驚く。 

▲1.19. 足利/石尊山～両崖山  L.浅井ゆ、杉山、兼堀善、兼堀恵、平野、 

楽しいお昼タイム
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草加 5:30=織姫神社 P=タクシ-=浄因寺 7:15-石尊山 8:30-両崖山 11:30–織姫神社 12:20 

 いずれの季節も満足させてくれるお気に入りのコ-スで、足利百名山の中でも人気らしい。

織姫神社下に駐車してタクシ-で浄因寺下迄移動。関東の高野山と称される実に趣きある行

道山.浄因寺から出発のミニ縦走。石尊山では好展望が得られ、スカイツリ-も確認でき 

感嘆の声。標高は少しずつ下がってはいくものの適度なアップダウンがあり気持ちが良い。 

気温も上がって来たところを見計らい、毘沙門天上の展望エリアでお湯を沸かし一息つく。 

温かいものを囲みながらのお喋りは、本当に楽しいひとときである。 

 更に進み、足利城跡の両崖山迄来ると、織姫神社から登って来るハイカ-で賑わっている。 

地元の人らしき方々に声をかけると、この足利の峰々を誇りにしている様子がどの人から

も感じられ、強い郷土愛を感じる。北関東道が開通して久しいが、足利や桐生の山も随分

と近くなった。日本百名山ならぬ、足利百名山に挑むのも楽しいかも…？ 

▲2.3. 飯能/天覚山 & 多峯主山(とうのす)  

草加 4:30=飯能駅 P5:30 ++東吾野 6:30-天覚山 7:30-中藤集落 8:30 == 多峯主山 10:30 

 奥武蔵の低山なら 1 人でも大丈夫…とふらりと出かけたが、天覚山頂で薄い踏み跡に誘

われ、縦走するつもりがしっかり道を誤り集落へ下りてしまった。オバサンになりさらに

「思い込み」が激しくなったか…? 里を歩き再び多峯主山へ登り返し、敗者復活を誓う。

「思い込み」山には禁物と肝に命じ帰路につく。 

▲2.10. 入笠山.スノ-シュ-ハイク  L.浅井ゆ、小林い、山崎、鈴木宮、山本、 

草加 5:30=諏訪南 IC=富士パノラマスキ-場ゴンドラ 9:00-入笠山 10:30-11:20- 入浴=帰路 

 高の天気の下、展望絶好の入笠山。同日入山の八ヶ岳 2 組 8 名、街道歩きの 18 名、  

「ヤッホ-!」と叫べば届きそうな近さにみんなが居ることがたまらなく嬉しい。この天候

ならどの組も充実の山行を楽しんでいることだろう。 
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麓の川が雪代の水で濁る頃中腹のブナ林は一斉に芽吹き始めます。ピンク色のカタクリやイ

ワウチワが登山道の脇を飾り始めると山男、山女が待ちに待った残雪期登山の始まりです。  

そして長い梅雨が明けると咲き競うように高山植物が花をつけ一面ピンク、黄色、白、紫、

オレンジ・・・色で埋め尽くされます。一年で一番輝きを魅せる時です。  

ここ頸城山塊、富士見峠は笹ヶ峰登山口から火打山、焼山を経由して１０時間、金山登山口

から天狗原山、金山を経由して７時間を要するため登山者の姿を見ることはあまり有りません。

もちろんテント持参です。  

誰もいない雲上の楽園で仲間達と冷たい雪渓の水でバ－ボンウィスキ－を割る。至福のひと



62 
 

ときです。 やがてナナカマドが色づくと初雪、そしてあっという間に一面銀世界に。  

山の夏は短い。             園木 毅  

 
★編集後記★日差しが春らしくなってきた今日この頃。「てんとさいと 220 号」の編集にあた

って皆さまのご協力、心から感謝いたします。 近、しみじみ思うことがあります。山に登っ

て山頂や山小屋でほっとひと息をつく時、下山してきて乾杯する時、その瞬間は私にとって奇

跡ではないかと。家族が元気でいてくれる、私自身も健康でいられること、もろもろ

な事情、を考えると一緒に行く仲間と時間の共有ができるって奇跡だと・・一瞬、一

瞬を大切に前を向いていきたいなと。これからも、よろしくお願いします。 K.N 
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