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コール 
記：石井 美樹 

 草加山の会に入ったのは、就職した年の昭和５０年、あれから、３８年もの時間が過ぎ

て、いろいろな仲間との出会いがありました。山に登り、美味しいお酒を飲む、この繰り

返しで、あっというまに３８年がたってしまった気がします。 

 今後も、山に登り、美味しいお酒を飲み続けるために、体を鍛えなおして、山を楽しめ

る体力をつけたいと思っています。 

 

 草加山の会は、来年、創立４０周年を迎えます。例会の黒板を見ると、計画が書ききれ

ないほど並んでいます。 

 どの山行に、参加する

かは、あなたが選ぶので

すが、是非、どこでもよ

いので、山に行ってくだ

さい。 

山は逃げませんが、登

り続けないと、登ること

がおっくうになり、次の

山行にチャレンジする気

が亡くなります。 

 今、はやりの「山登り

をするのは、いつがいい

か。」もちろん、「今でし

ょう。」の、流行語のとお

り、あなた（わたしも）

も、山登りを継続しましょう。           【日光白根山 ３月】 

  

 来年の１０月には、すべての記念山行が達成でき、また、美味しいお酒をみんなで飲み

ましょう。 

以上 
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平成２５(2013)年３月～５月山行実績 リーダー部・機関紙部 

山

行 
日  程  山 岳 名 リーダー 参   加   者 

個 3/2 浦倉山 園木 石井(美)、松田、井口 

個 3/6 尾出山・
高原山 千葉 上原、下川、山本 

個 3/7 両崖山～
天狗山 

小野寺(英） 小林(い)、黒澤、阿部 

個 3/9 前 掛 山
(浅間山) 園木 森、三浦、山口(裕)、松田 

個 3/10 幕山 井口 大木、澁谷、平野、大畑 

個 3/10 甲州街道 池本  

個 3/16 影信山・
堂所山 石井(文) 尾崎、中島、千葉、兼堀(恵)、木原、田村 

個 3/16～17 七面山・
身延山 山口(裕) 三浦、山口(敏)、石井、鎌形、森 

個 3/17 武甲山 新島 大門、加藤 

個 3/17 ｼﾞﾀﾞﾝｺﾞﾞ
山 井口 小林(い) 

個 3/23 三国山・
大洞山 浅井(祐)  

個 3/23～24 安達太良
山 園木 新島、尾崎、大門、森、畑野 

会 3/24 唐沢山 牛山 
兼堀(善)、兼堀(恵)、山﨑、関口、八並、
芳野、阿部、松浦、上原、杉山、千葉、 
黒澤、澁谷、鎌形、小野寺(英) 

個 3/30 巨木の里 芳野 小林(い)、兼堀(善)、山口(敏)、鎌形 

個 3/30 神楽ヶ峰
(ｽｷｰ) 園木 石井(美)、森、井口 

個 4/4 浜石岳 小野寺(博） 前田、会員外 1  

個 4/6～7 甲州街道
No.10 石井(美) 

石井(文)、和田、阿部、鈴木(廣)、上原、
黒澤、千葉、鈴木(里)、平野、木原、大門、
大畑、田村、畑野、杉山、大木、中島、 
澁谷 

個 4/9 筑波山 小野寺(英) 山本、山口(敏)、鎌形 

会 4/13～14 角田山・ 
越後白山 園木 

実行委員＝松浦･鎌形･森 
石井(美)、新島、小宮、澁谷、上原、山本、
畑野、染谷、芳野、小野寺(英)、兼堀(善)、
小林(い)、松井、大木、浅井(昭)、大門、
井口、山﨑、杉山、山口(敏)石井(文)、 
小林(真)、八並、小野寺(博）、浅井(祐)、
大竹(一)、大畑、関口 

個 4/20 大小山・
大坊山 浅井(祐)  

個 4/27 赤雪山～
仙人ヶ岳 千葉 

上原、下川、阿部、大畑、山﨑 
 

個 4/27 筑波山 小野寺(英） 黒澤、鈴木(里) 
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個 4/27～5/4 九州五山＋伊吹山 山口(裕) 山口(敏) 

個 4/28 塩原自然
研究路 芳野 鈴木(廣)、前田、小野寺(博)、澁谷、田村、

山﨑 

個 4/28～29 三 岩 岳
(会津) 園木 森、新島 

 
個 5/2 深高山 山﨑 下川、鎌形 

個 5/3～5 火打山 園木 石井(美)、森 

個 5/4 火戸尻山
～鳴虫山 樋口 山﨑 

個 5/4 南高尾 小林(い) 小野寺(英）、黒澤 

個 5/4 平標山 浅井(祐) 浅井(昭) 

個 5/12 天城山 三浦 山口(裕)、山口(敏) 

リ 5/12 鹿沼(岩) 松浦 

小野寺(博)、石井(美)、浅井(昭)、森、 
小林(い)、小林(真)、兼堀(善)、兼堀(恵)、
阿部、上原、山本、鎌形、小野寺(英）、 
会員外 1 

個 5/18～19 
八海山・
坂戸山・
高倉山 

千葉 染谷、鈴木(里)、澁谷、大畑、小宮、下川、
山口(敏)、上原、山口(裕)、樋口 

個 5/18～19 鳥海山 園木 森、会員外 1 

会 5/19 多摩川水
源界N0.9 井口 兼堀(恵)、平野、鈴木(廣)、新島 

会 5/26 多摩川水
源界N0.4 池本 小林(い)、鎌形、小林(真)、尾崎、新島 

会 5/26 大菩薩嶺 浅井(祐) 樋口、大竹(一)、小野寺(博）、阿部 
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心 に 残 る 山 行               
                             記：関口 美津江 

  

一度退会し、平成 11 年にもう一度入会させていだきました。 

草加山の会にお世話になってから、行動範囲が広くなり知識も豊富となり今日までたく

さんの方との出会いがあり、健康にも恵まれ豊かな人生の折り返しをしております。 

山登りを始めて感動の世界、まごころのふれあい、自然のなかでリフレッシュ、癒され

る山旅で数多くのことを学びました。 

 心に残る山行を選ぶのは、たくさんある中で中々難しいので、その中で選ぶとしたら 

公開バスハイクの足柄山の金太郎で有名な金時山でしょうか。 

 爺、婆、息子、孫と三世代で参加しました。息子と孫の紘生が小二の時に参加して 

大変お世話になりました。当日は、あいにくの雨模様の中、階段梯子をいくつも登り頂上

では雨の中、立ちながら食事をし、すぐに下山し、温泉で温まりバスの車中でゲーム等の

楽しい時間を過ごし居心地の良さに毎年参加するようになり金時山→榛名富士→玉原高原

→那須茶臼岳（妹 珠生参加）→竜ヶ岳→日光切込湖・刈込湖と珠生も加わるようになり

毎年、兄妹で参加するのを楽しみにしてきました。幼かった孫二人もお蔭さまで大きくな

りました。 

  去年、夫婦二人で其のころを懐かしく思い出して金時山に登って来ました。山は変わら

ず迎えてくれたけど最近、金時娘さんも怪我をして「無理はできないのよ」と登山客と話

をしていました。 

今では、紘生が中三、珠生も小五になり少し落ち着いたら燕岳から北アルプスを見せて

あげたいと思っています。 

 

 
                       富士山 画：松浦 剛 
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草加山の会 第３９回総会 報告 
・日時：平成 25 年 3 月 31 日 13:00～17:00           記：石井 美樹  

    (懇親会：17:00 ～18:00 参加費 飲む人 2000 円 飲まない人 1500 円) 

・場所：埼玉屋旅館 

・会員６９名 参加者５５名 委任状１３名 欠席１名  総会成立 

・議長 山本  書記 浅井祐子 

議事の内容 

１ 平成 24 年度活動報告 

  ○例会、運営委員会、会山行、リーダー部、事務局、機関誌部の報告 

   ○平成 24 年度会計報告及び監査報告、 

２ 平成 25 年度役員選出 

  運営委員：石井(美)、畑野、松浦、園木、沼田、山口裕、山﨑、森、松田 

  会長 石井(美)、副会長 畑野、リーダー部長 松浦、装備 沼田、事務局 松田、

会計 八並、 監査 染谷、機関誌 山﨑・兼堀(恵)・小野寺(博)・三浦、ＨＰ 森・ 

山口裕・畑野・山本、会場 尾崎 

３ 平成 25 年度予算（案） 

  教育訓練用 ＤＶＤの購入予算化  ２万円（追加修正） 

４ 平成 25 年度活動方針（抜粋）  

＊ 会山行 ： 本年度は４０周年記念山行を会山行とする 

＊ 公開バスハイク ： 

 大菩薩峠 １１月１０日 実行委員 Ｌ浅井(祐) 樋口 小野寺(博) 大竹(一)  

＊ 会員バスハイク ： 

角田山・越後白山 ４月１３～１４日 Ｌ園木 松浦 鎌形 森  

＊ ４０周年記念行事 

 ①記念山行 

  ★高山４０座、 

  ★多摩川水源界リレー、 

  ★富士山集中（０～３７７６ｍ） 

 （ルール） 

  ・リーダーは、日程、コースを例会で発表。計画は早めに発表する。 

   特に、宿泊を行う場合は、２ヶ月以上前に発表すること。 

  ・各コース２名以上の参加で達成したこととする。 

  ・また、日程は、決まり次第リーダー部に報告すること。 

  ・水源界リレーは、前後のリーダーと調整し、一筆書きとなるようにする。 

   ②記念品 ： 記念名札   

   ③記念展示会とスケッチ展（２６年度実施） 

   ④記念パーティー（２６年度実施）  

   ⑤記念会報（２６年度実施） 
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平成25.5.9 例会資料 機関誌部 
 

平成２５年度 草加山の会 機関誌「てんとさいと」の発行について 
平成２５年度の「てんとさいと」の表紙絵製作・コール・心に残る山行の執筆者を決め

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

くことをお願いします。 

これまでと同様、原稿は紙又は電子文で提出願います。電子文の場合は標準書式により

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 ２２１号 ２２２号 ２２３号 ２２４号 

原稿提出締切日 ５／３１ ８／３１ １１／３０ ２／２８ 

発  行  日 

(＝ 製 本 日) 

６／２０ 

(第 2 例会前) 

９／１９ 

(第 2 例会前) 

１２／１９ 

(第 2 例会前 ) 

３／２０ 

(第 2 例会前)  

表紙絵製作者 松浦 剛 井口 宮子 小林 陽子 大竹 理香 

コ  ー  ル 石井 美樹 浅井 昭光 染谷 智行 浅井 祐子 

心に残る山行   関口 美津江   黒澤 登美江 大木 靖子 下川 賀也 

編集担当者 山﨑 正夫 三浦 藤博 小野寺 博   兼堀  恵美子 

 

２ 山行報告文執筆者の明示 

例会で山行報告する際、黒板のメンバー名を〇で囲んで、報告文執筆者を明示してく

ださい。 

３ 原稿は紙又は電子文で提出 

  紙又は電子文で提出願います。 

紙原稿の場合は、編集担当者が電子化します。 

電子文で提出する場合は、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。 

４ 「てんとさい」の製本 

該当月の第２例会の前に行います。 

標準書式 （ソフトはワード使用） 

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。 

又は、元写真を貼り付けた後、次頁掲載の方法で圧縮する。 

写真説明文字＝埋込みを推奨 
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貼り付けた写真の圧縮方法    機関紙部：小野寺 博 

以下の方法でデジカメのデータをそのまま文書内に貼り、解像度を 200dpi に落とせます。 

1. 貼り付けた写真にカーソルを置きマウスの右ボタンを押す。 
2. メニューの「図の書式設定」をクリックする。 

 
3. 「図」のタブを選び左下の「圧縮」ボタンをクリックする。 
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4. 「図の圧縮」で設定の対象を「ドキュメント内のすべての図」、解像度の変更を「印刷」、
オプションの「図を圧縮する」「図のトリミング部分を削除する」にチェックを入れて

「OK」ボタンをクリックする。 

 
5. 「圧縮すると画像の質が低下することがあります。図の最適化を実行しますか？」と
聞いてくるので「適用」をクリックする。圧縮が終わったら、「図」のタブの「OK」を

クリックする。以上で写真の圧縮作業が完了します。 
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愛鷹連峰  越前岳 （１５０４m） 大沢コース周回 
                              記 山口 敏雄 

期  日：２０１３年２月２３日（土） 

メンバー：L 浅井（祐）、山﨑、八並、山口 

コース・タイム 

  草加駅西口５：３０～東名裾野 IC～須山・大山祇神社 P ７：５０～大沢橋・大杉・

割石峠～１０：１５呼子岳～１２：３０越前岳～富士見台・富士見峠～１４：３０大

山祇神社 P 

 

 愛鷹山は４０数年前の五月の連休時に越前岳から呼子岳・割石峠・蓬莱山・鋸岳・位牌

岳・愛鷹山への単独縦走以来であり、山神社脇の大木の空（うろ）で一夜を過ごしたこと

や、鋸岳の針峰のトラバース、位牌岳への急登、愛鷹山頂での馬酔木のトンネル等々の思

い出があり、今回は冬季の大沢からの周回コースとのことで楽しみにしていた。 

 

 東名高速の御殿場に入ると青空の中に眞白な富士山の全貌が現れ、遥かなる高みに心奪

われ、思いのほかの雪の愛鷹山に心ときめく。 

 山神社駐車場は新雪に覆われ１台の車両のみ。身支度をして大沢コースに進む。大沢橋

を渡り何度か川の渡渉を繰り返すもトレースはなく、あるのは鹿と兎の足跡のみでルート

も不鮮明になり、岩のペンキ印は雪に覆われて見えずに木の枝の赤テープを探しながら大

杉に着き小休止。 

 尾根の大岸壁を鉞で断ち割ったような V 字形の割石峠の彼方に、遥かに駿河湾が望まれ、

足下から吹き上がる冷風。 

 １３１０M の呼子岳で始めて

単独の女性登山者に会う。十里

木から越前岳を超えて来てピス

トンとのこと。記念の集合写真

を撮ってもらい越前岳へ向かう。 

 数百年を経たと思われる馬酔

木の大木のトンネルに守られ、

左右がスッパリと切れ落ちた痩

せ尾根を辿り、１２時３０分に

越前岳に到着。 

山頂には１０名程の登山者が

休んでいたが、生憎の曇空で期

待していた富士山は雲の中。山頂の積雪はストックの半ばで５０センチ位あり、子屋根の

下のお地蔵さんと並んで、誰が作ったか小さな雪だるまが可愛い。 

 山神社への下山路は踏み固められており滑る、滑る。富士見台では、ここからの富士山

の写真が昭和１３年発行の五拾銭紙幣に採用されたとの記述と紙幣の写真があり、子供の

頃に五拾銭で口に頬張りきれないほどの飴玉が１ヶ買えたことを懐かしく思い出した。 
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そして傍らにある三角点の補助

である「偏心点」が珍しい。ま

た、麓の十里木の自衛隊駐屯地

から高射砲と思われる砲撃音が

連続して聞こえ、思わず緊張さ

せられる。 

 富士見峠手前の鋸岳展望台か

らは、割石峠の左の蓬莱山から

続くまさに鋸の歯の如きギザギ

ザの鋸岳の異様な姿が望まれた。 

 黒岳との分岐の富士見峠で小

休止した後、山神社に向け下山

開始してすぐに愛鷹山荘前を過

ぎ、１４時３０分に山神社に到着した。 

 神社の下の登山口に、愛鷹山のパイオニアで鋸岳の先で遭難死した松永敏男君を悼む、

冠木松次郎書の慰霊碑「松永塚」と「説明板」があった。 

 富士遊湯の郷「大野路」にて汗を流して帰草した。 

 

 往復の車の運転と終始トップ

を歩き続けた祐子さんのパワー

に脱帽し、感謝するとともに、

同行の山﨑さん、久しぶりの冬

山山行の八並さん、ありがとう

ございました。 

 

 ４０年前に一夜を過ごした山

神社横の巨木は朽ち果ててしま

っていたが、富士見台周辺から

山頂に至る一面のカヤトには木

が生い茂っており、栄枯盛衰の

時の流れを感じさせられた山行

であった。 

 



 11 

  長く、苦しかった石尾根 ◇冬の雲取山◇       

記：加藤 紀久代 

山行日  平成２５年 ２月２３日（土）・２４日（日） 

参加者 Ｌ園木・大門・新島・加藤           

コース  ２３日(土) 南越谷５：３０――奥多摩駅――鴨沢バス停・・・奥多摩小屋 

２４日(日) 起床５：３０・・・奥多摩小屋出発６：００・・・雲取山頂７：００・・・奥多摩小屋・・・

小屋発９：４０・・・七ツ石山頂・・・鷹巣山頂・・・六ツ石山１５：４５・・・奥多摩駅前１７：３０ 

・・・温泉・・・奥多摩駅２０：０２――南越谷着２２：１５ 

 

１月末に風邪をひいて以来、３週間たってもよくならず、行きたかった雪山山行が２回

も不参加となった。 

新島さんから連絡をいただき、まだ風邪が完治しておらず不安だったが、がまんできず

に参加を決めた。不安は的中し、大変苦しい山行となった。リーダーを初め他の方には、

大変ご迷惑をおかけすることになった。 

 １日目、真冬の青空の下、元気に鴨沢バス停を出発した。１年ぶりの冬用シュラフ、そ

の他の冬山装備でザックは大きく重かったが、あまり高度差もなく歩きやすい登山道を着

実に前に進んだ。数日前に、この辺りも積雪があったようで、日陰は雪と凍った道だった。

途中から、アイゼンがないと進めなくなり、足が重くなるのを覚悟でアイゼンを装着する。

３時間ぐらいだらだら登ったあたりから、足がどんどん重くなり、荷もずっしり重くなり

登る早さが急激に落ちてきた。そして、やっと石尾根縦走路との合流点に達し、小屋まで

あと１ピッチのところで足がつり始めた。新島さんから梅丹をいただき、マッサージをす

るとよくなり歩き出すが、またつる。また、止まってマッサージ、登り始める、またつる・・・・

を３、４回繰り返しただろうか？２０分ほどでつくところをその倍も時間をかけてしまい、

なんとか奥多摩小屋に到着した。みなさんの温かい励ましとマッサージや薬のおかげでや

っと１日目の行程が終了できた。「山は、完全に体調を整えてくるべし」と心から思った。

みなさん、本当にすみません。 

 奥多摩小屋は、物静かな若い小屋番さんがいる、とても古く、寒い小屋だった。まきス

トーブのまわりで４人のおじさんパーティーと小屋番さんと共にお酒とポトフの夕食をい

ただく。小屋の中にいてもきりりと寒

い。ストーブにくっついていないとい

られない。新島さん・大門さんからい

ただいたシップを足にはったが、食事

中も足はまだ時々つるような痛みが襲

い、次の日の長い石尾根縦走への不安

が頭の半分以上を占めていた。今回の

山行は、園木リーダーの考えでは、南

アルプス縦走への訓練山行であり、重

い荷を長い距離背負って登れるか？寒

さの中、シュラフで睡眠がとれるか？
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の２点を見届けたいとのことである。 

２日目、朝５時００起床。朝食は

登頂後とることにして、空身で雲取

山頂をめざす。晴天の青空の中、富

士山が大きな白い姿で目の前に聳え

る。歩き出して間もなく日の出を迎

え、木の間越しに、ご来光を仰ぐ。

陽が高くなり、ぐんぐん明るくなる

中、５０分ほどで雲取山頂に着く。

周りの山々どころか、遠くは東京湾

まで輝いているのが見え、澄み切っ

た冬空はどこまでも青かった。大門

さんは初登頂、新島さんは数ヶ月ぶり、リーダーと自分は約２ヶ月ぶりの雲取山頂である。

都心から近い山でもあるので、人はいつも多い。 

小屋に戻り朝食をとった後、長く厳しい、石尾根の登り・下りが始まった。昨日の足の

つりの怖さがあり、また体力もないため、先頭をかなりゆっくりペースで歩かせてもらっ

た。きっと、みなさんはイライラしていることとは思いながらも、足が上がらずゆっくり

しか進めない。みなさんの温かい、励ましで長い石尾根を何とか歩き、奥多摩駅に着いた

頃はもう夜だった。大変な山行だったが、多くのことを学んだ山行でもあった。苦しかっ

たけれど、やっぱり山はいい！ 
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甲州街道歩き No.9 一人旅       
記：池本 均 

２月２４日(日) 晴れ 

＜コース＞ 三郷駅５：１９―甲府駅８：３８～５３―竜王駅８：５７～韮崎宿（８ｋ

ｍ）１０：５０～１１：０５～台が原宿（１８ｋｍ）～日野春駅（５，５

ｋｍ）１５：５７－甲府駅―三郷駅２０：２７） 

 

帽子が、飛ばされるほど強い向かい風の中、歩いてきました。体重４５ｋｇの細身には、 

応えました。留守番役の石井文子さんご推奨の、韮崎宿霊岸寺の穴観音は、参観して本当

に良かったです。背後に、富士山、左に甲斐駒が岳がくっきり見えて、励まされました。

道路の凍結を考慮して、台が原宿で、リタイアして長坂駅へ向かいました。途中、日野春

駅へのおおむらさき自然歩道を見つけ、雪上ハイキングを楽しみました。帰宅後、台が原

の七賢酒造で買った酒を美味しく頂きました。水が良いと味も違います。 

 

 

甲州街道歩き No.10 一人旅 
記：池本 均 

３月１０日(日) 曇り後雨 

＜コース＞ 三郷駅５：１９－甲府駅８：３８～５３－日野春駅９：１９～台が原宿（５，

５ｋｍ）１０：３０～教来石宿（５ｋｍ）１１：５０～１２：００～下蔦木

宿（４ｋｍ）１３：００～塩沢温泉１３：３０～１４：５０～信濃境駅１５：

４０－小淵沢駅１５：４４～１６：１７―三郷駅１９：３３ 

 

Ｔシャツ１枚で歩ける暖かさでしたが、強風と砂嵐に悩まされ、国界橋を渡って、信濃 

の国に入った途端、雨が降り出し、暴風雨の中、蔦木宿を過ぎフオッサマグマ、塩沢の湯

に避難して、温泉に入り、雨の上がるのを待ち、最寄駅の信濃境駅まで、歩きました。予

定の半分も歩けませんでした。独り歩きをするようになってから、雨か強風に遭って、苦

戦しています。早く、ゴールまで、達したいものです。 
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パルコール嬬恋スキー（浦倉山  ２０９1ｍ）  

記：井口 宮子 

【期 日】平成 25.3.2(土) 

【ﾒﾝﾊﾞｰ】L.園木、石井(美)、松田、井口 

神楽ヶ峰山スキーの計画を悪天候の為ゲレンデスキーに変更、四阿山の東隣にあるパル

コール嬬恋スキーでした。 

 草加を早朝 4：15 頃出発、東松山～上信越道～軽井沢～鬼押出有料道路を走り、スキー

場の広い駐車場着 8:50 頃。 

嬬恋の天候も曇り空で風が吹いて今イチの様子…だが寒くないが嬉しかった。急いでス

キーウェアとゴーグルで身を固め、リーダーが用意してくれたシニア割引でリフト券を購

入した。さていよいよゴンドラで一気にスキー場の最高地点まで上がり、そこからロング

コースを滑るとのこと、初心者レベルの私はビビッてしまった。そのゴンドラ私達４人を

最後に強風の為運転中止になった！ 

高度差６００ｍを上昇する為長い時間がかかり怖さもあったが無事雪の上に立てた時は

ホッとした。空っ風で荒れたゲレンデを滑ると、あれれ？ガチガチに固まっているので、

ガーガー、ゴォ～と音もすごい、転んだら大変、骨折しそう！！用心、用心。４時間余り

滑りを楽しみ、スキー場を後にしたのは３時前。復路は長野原町・河原湯温泉の「大湯」

で汗と疲れを流し、吾妻線と平行する長野街道～関越道で無事帰宅。 

…山の会スキー滑り隊？が約２シーズン振りに集いました。平成２３年３月１２～１３

日戸隠スキーの計画が、あろうことか出発前日に起きた東日本大震災により中止されて以

来のことであり「復活の日」を思い切り楽しませてもらいました。 

リーダーはじめ石井さん、松田さん、お世話になりました！！ 
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尾出山・高原山 

記：千葉 かつ子 

■日時  3 月 6 日（水）  日帰り（マイカー使用） 

■メンバー Ｌ＝千葉、上原、下川、山本 

■行程  松原団地 5：30………栃木インター………寺沢林道 7：40………登山口   8 ：

15………分岐 9：15………尾出山 9：45………分岐 10：40………  高原山 11：55

………寺沢林道 13：00   

 

あまり人の入る事が少ない山と聞いていたが、今回は

2 回目の山行です。登山口より高巻き気味に檜の林の

なかを沢沿いに進むが、落ち葉で登山道が見えにくい、

片足を置くのがやっとの所をロープを片手に沢を登り

詰め、今度は杉林の斜面を１時間程上ると分岐です。

ここからは少し安心して登る事ができました。それで

も岩混じりのやせ尾根を登りました。尾出山はふかふ

かの落ち葉が一杯、林の間からは皇海山や男体山が望

むことが出来、風も無く暖かな山頂、ゆっく

り甘いものでお茶をして下山です。分岐では

赤いテープを頼りに進んだが途中仕事道に迷

い込む。地図を見て、引き返すより尾根道へ

と藪漕ぎをすることにした。急な斜面は大変

でしたが一人大喜びで登る下川さん。着いた

よーと言ってくれ不満を言うこともなく、皆

楽しそうで安心しました。歩きやすく、アイ

ゼンもいらない、落ち葉を踏みしめての山も、

知らない間に高原山でした。太田から来たと

いう 10 人程のパーティー、となり町から来たと

いう 1 人の男性に遇う。185 号の鉄塔からは檜

林のジグザグ道を下り、186 号の鉄塔からは杉

林に変わり、雑木林とは違って薄暗く薄寒い中

を無事に寺沢林道（Ｐ）に。お天気に恵まれ暖

かな山行日和となり楽しく「尾出山・高原山」

山行を終えました。参加していただいた皆さま

お疲れさまでした。実行してよかったです。 
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天狗山～両崖山 
「黒澤さんのリハビリ山行・Ｎo.３」        記・阿部 芳夫 

★日時・・・・・Ｈ２５年３月７日 

★メンバー・・・Ｌ,小野寺・黒澤・小林（い）・阿部 

★コースタイム・草加駅 8：00＝外環＝東北道＝北関東道足利＝織姫神社公営Ｐ9：35～ 

9：45→→天狗山登山口 10：00→→見晴台（富士見岩）10：45→→ 

天狗山頂上 11：15～11：45→→紫山→→両崖山頂上昼食 12：10～ 

12：50→→駐車場下山 13：45 
今日は黒澤さんのリハビリを兼ねての山行だ、朝から天気も良く山日和だ、山も遠くな

く低いし車なので出発もゆっくりと草加を８：００に出発した。高速道も車は多いが流れ

が良いので順調に進んで織姫神社の公営駐車場に入る事が出来た。 

駐車場にはもう山の仕度をして出発しようとしている人達もいる、どこの山に登るの

か？、我々もトイレに入り山の仕度をして出発だ。しばらく車道を歩き登山口の神社にお

まいりして登り始める、天気もいいのですぐに上着の調整だ。何人かは半そでシャツにな

り元気よく登り始める、たいした急でもない山なので順

調に登ることが出来る、リハビリの黒澤さんにはちょう

ど合いそうな山だ。あっという間に展望台に着いたが今

ひとつ展望がはっきりしない、いくらかもやってるよう

だ。そうこうしているうち天狗山頂上だ。 

ここまでだれとも会うことがなかった、着いたらすぐ後

ろから別の登山者が追いついた、挨拶して色々話してい

ると地元の人らしいこの山の事を色々話してくれた。週

に５～６回登ってると言ってるたいしたもんだ、又お守

りもくれた。そのおじさんに写真を撮ってもらい分かれた。それから又両崖山に向って登

っていった。天狗山過ぎたらぼつりぼつり登山者と会

うようになった。まもなく両崖山頂上に到着した、そ

こには何組かの登山者達がいた写真を撮ってもらい話

を聞くとやはり地元の人らしい、この山のことを色々

説明してくれた。この山は地元の人達が結構登ってい

るようだ。ここではゆっくり休んで下山に入る、下の

梅は咲いてるだろうと希望を持って降りていく、途中

で上から良く見えるところがあるので気をせかせてそ

こから除いて見たが全く咲いていない、梅の木の枝ば

かりが見える残念だ。そのまま降りて梅林の中を降り

てゆくがやはり咲いていない、ただ林の中で上を見上げると少しは咲いてる木もある、そ

れらを見ながら順調に町の中に下山だ、町の中を少し歩いて駐車場に到着全員無事下山だ。

あとは高速道を走り順調に草加に向った。黒澤さんのリハビリ山行ＮＯ3 も無事終了、 
そろそろ黒澤さんも完全に復活で山行に参加することでしょう 

リーダーの小野寺さん始め今回参加の皆さんお疲れ様でした、ありがとうございました。 
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前掛山（浅間山） 
記：松田 武 

 

実 施 日：3 月 9 日（土）晴れ 

メンバー：Ｌ森、園木、三浦、松田 

コースタイム：浅間山荘天狗温泉駐車場 8 時 50 分出発…火山館…シェルター13 時 10 分着

…強風のため前掛山途中撤退…火山館…浅間山荘天狗温泉駐車場 16 時 50

分着 

 

雪山は一昨年暮れの天狗岳以来で、体力的に不安であったが、浅間山に登るのは初めて

なので参加することにしました。 

今回は園木さんの車ではなく、久々にマイカーのアウトバックで浅間山荘目指して出発。 

チェリーパークラインから浅間山荘までの林道には雪はありませんが、雪どけ後の道は荒

れていて、運転に気を遣いました。駐車場は浅間山荘を利用（1 日 500 円）、駐車後、山荘

にて、車ナンバーを伝え料金を払い領収書が温泉の割引券を兼ねています。 

 浅間山荘の奥の鳥居を潜って出発、駐車場には雪はありませんでしたが、直に凍った雪

道となりました。空は青空で気持ちが良いが、山頂付近は風が強そうなのが心配になる。 

雪は適度にしまっていてアイゼンなしで緩やかな斜面を登る。トレースがあり、危険な個

所も無く火山館に到着。 

トイレ休憩と軽く腹ごしらえをして、アイゼンを着けて出発。左手に蛇骨岳、仙人岳を

見ながら開けたところを進む、やがて樹林帯の平坦な道になるが、油断をしていると踏み

抜きがあり、体力を消耗する。林の中はポカポカ陽気で暑いくらいです。湯ノ平高原分岐

から急登となり、ペースが落ちる。体力不足か、加齢のためか落ち込む（森リーダーごめ

んなさい）。稜線と青空だけが見える斜面で、山頂がなかなか見えない。ようやく浅間山

の見える開けた場所に出ると、まもなくシェルターに予定より 1 時間程遅れて到着。体力

不足の私を置いて、3 人で前掛山に向かったが、強風とタイムオーバーのため、途中撤退。

下山途中、林の中での休憩でサプライズあり、森さんが私の誕生日のために作ってくれた、

甘さ控え目のケーキをご馳走になる。缶ビールで乾杯、森さんありがとうございました。

美味しかったです。下山後、天狗温泉の赤褐色の湯に浸かり、帰路につく。 
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幕山  梅の花見山行                          

記：平野 祥子   
山 行 日：2013. 03. 10 

メンバー：Ｌ井口、大木、大畑、渋谷、平野 

コ ー ス：草加駅 5：25＝北千住＝小田原＝湯河原駅 8：33 着＝タクシー＝南郷山登山口 

8：55～林道分岐 10：10～南郷山 10：30～10：45～自鑑水 11：05～幕山(ラン 

チ)11：50～13：00～幕山公園 14：10＝タクシー＝湯河原駅 15：23 発＝草加駅 

18：20 着 

小田急の新松田辺りの車窓から、河津

桜や菜の花畑が春だよ～と！ ちょっと、

なんだか寒い日が続いていたからそれだ

けで嬉しくなる。 

湯河原に到着。梅の開花が遅れて見頃

となり、花見客でバス停は混雑していた

のでタクシーで南郷山の登山口へ、大分

ショートカットしたみたいで、五郎神社

はいつの間にか通り過ぎていた。軽く準

備体操をしてアスファルトの急な道を登

り始める。柑橘系のくだものが路地販売

してて、おいしそうですぐに飛びついて買ってしまった。 

お昼にみんなで食べた。みかんより小ぶりでレモンみたいにきれいな黄色、味はさっぱり

としているけど甘みもある。なかなかおいしい！名前は忘れた！ 

南郷山ハイキングコースは歩きやすい。茎が細くて 2ｍ以上の箱根笹が繁っている。１

ヶ月前にはこの笹に雪がのってキラキラと光輝きとてもきれいだった。と、宮子さんが１

ヶ月前の山行を思い出していたが、本当に自然との巡り合いは同じ事がないので、又行き

たくなるのだろうなぁ～。  

ゴルフ場を右手に見ながら進むと車道に、右手に車道を行くと左手に南郷山への道標あ

り、ここでも笹のトンネルを潜ったりして山頂に到着。山頂からは一気に崖を転げ落ちる

ような急な下りで先ほどの車道にでる。 

自鑑水・・・？皆どんな所かはっきり分からないので行って見ることに。「源頼朝が戦

で疲れこの地で自害しょうとして身支度した時、水に映った自分を見て死を思い留めた場

所」謂れのある池があった。 

  再び車道を横切りまもなく幕山に着いた。山頂は人、人、人で一杯。少し離れた所で宮

子さんが用意してくれたトマトスープを作ってのんびりする。朝から風が強いのでコンロ

の火には十分注意していたらしい！ この事に気づいてなくて教えられた。今後は気をつけ

る事にしよう。 

山頂から梅園までのジグザグコースは小石に足をとられそうで歩きづらかったが最高

の梅見日和で十分満足しました。いい一日でした。 

皆さんありがとうございました。 
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景信山（727ｍ）～堂所山（731ｍ）    記：木原 初枝 

日程 ：平成２５年３月１６日(土) 天気晴れ    

参加者：Ｌ，石井(文)、尾崎、千葉、中島、兼堀(恵)、田村、木原、計７名 

コース：南越谷 6：17＝＝西国分寺 7：07＝＝立川 7：26＝＝高尾 7：45 バス 8：12＝＝

小仏 8：30～40――小仏登山道分岐 8：50――分岐 9：50――景信山 10：00～15

底沢峠 11：30――明王峠 11：50(昼食)12：30――大平(矢の音)13：00――与瀬神

社 14：15――相模湖駅 14：25～39＝＝高尾駅 14：48～54＝＝ 

西国分寺 15：26＝＝南越谷 16：08 

久し振りの山行です。今日は天気良く暖かくなるとの予報ですが、 

早朝５時頃は寒いのでそれなりの厚着になってしまいます。ホームで電車を待つにはちょ

うど良いかな。高尾駅からバスに乗りましたが２台車を出してくれたのでぎゅうづめにな

らず助かりました。ちなみに私達７名座れました。 

バスの終点小仏で下車しここから歩きだします。ここに下山してきたことは何回かあり

ますが、登るのは始めてです。途中登りながら暑くなってくるので上着を一枚又一枚と脱

ぎながら登る。一時間弱で景信山山頂につく。トイレが水洗になりとてもきれいになって

いたので驚きました。有難いことで助かります。まだ桜には早いのでここの小屋で休んで

いる人は少なかったです。小休止してから堂所山から明王峠と歩く、天気良くてもまだ３

月、日かげに入ると膚寒く上着を羽織る。 

このコース身軽で走ってくる人達も多くそのつど山側によって気を使いました。 

明王峠につくと景色が良くベンチもあり時間的に昼食をとるグループでにぎわっていまし

た。私達もリーダーが用意してくれた、熱ったかいベーコンスープを飲みながらおにぎり

を食べる、とってもスープおいしかったです。 

私事ですが、最近荷を軽くすることを思い、ガスやコッフェルを背負ってくることがな

くなりましたが、時間のある時はいいものですね。この峠からは陣馬山方面に向かったグ

ループが多く与瀬神社に下る

人達はわりに少なく静かな山

歩きを楽しみました。途中き

つい下りもありましたが、無

事相模湖駅につき乗り継ぎし

ながら南越谷駅で下車し、さ

さやかに打ち上げビールがお

いしく会話を楽しみながらい

い気分。 

本日の山行とっても楽しか

ったです。リーダー始め同行

の皆さん有難うございました。                     

                                                 

 景 信 山 
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信仰の山 七面山・身延山  

記：山口裕史 

◆山行日：２０１３年３月１６～１７日 

◆メンバー：６名 L 山口（裕） 、山口（敏）、三浦、森、鎌形、石井（美） 

◆コースタイム:  

1 日目：8 時間（休憩含む） 

6:30 身延駅 7:00－バス→7:50 七面山登山口・赤沢入口 

8:00神通坊（七面山北登山口）→9:45安住坊9:50→11:10明浄坊11:15→11:50雨畑分岐→12:05

奥の院 12:20→12:40 敬慎院 12:55→14:00 七面山 14:15→14:45 希望峰 14:55→15:25 七面山→

16:00 敬慎院（宿泊） 

17:00 より夕食、18:30 よりお勤め、20:00 境内見学、21:00 消灯、22:00 就寝 

2 日目：下山 2 時間 20 分（休憩含む） 

5:00 起床、6:10 随身門にてご来光、6:30 お勤め、6:45 朝食 

7:30 敬慎院→9:20 肝心坊→9:50 神力坊（七面山表登山口） 

身延山へ 3 時間 15 分（休憩含む） 

表登山口 10:20-タクシー→11:00 十萬部寺 

11:05 十萬部寺→11:20 感井坊（昼食）11:40→12:10 奥の院（身延山山頂）12:40→12:50 法明坊→

13:20 三光堂 13:30→14:00 久遠寺→14:20 三門 

 

私は富士を見る山が好きで色々と調べては登りますが、ダイアモンド富士が見れる場所に

は特に行きたいと思っています。ちょうどお彼岸に富士の頂上からご来光を拝める七面山。

これは行くしかないと数年前から温めていましたが、ようやく実行できました。今回は七

面山だけでは勿体無いので 2 日目身延山も登りました。七面山、身延山の二山を登るため

にどうすれば一番良いか考え地図と睨めっこしながら考えたコース。身延駅にマイカーを

駐車しバスを使う変則周回ルート。本来であればバスのみで完結する予定だったが、メン

バーの要望もあり七面山表登山道からはタクシーで十萬部へ。また身延山の三門よりバス

の予定だったが、バス停留所を間違えタクシーを使うことになってしまった。 

北登山道は、通常使う人が少ないということでもっと山らしい登山道を想像していたが、

整備され各場所ではトイレ、水場もあり歩き易かった。とは言え、地図を見ていて覚悟は

していたがなかなかの急登だ。途中枝越しだが白銀の南アが見えるのは素敵。 
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1600m 付近になると

凍結箇所が出てきて、

普段あまり使用しな

い 6 本爪アイゼンを

使うが、凍結箇所に

は非常に心強い。ほ

ぼ予定通りに敬慎院に到着し、富士山の展望をバックに写真を撮った。 

七面山を目指す。山頂は展望がないが、希望峰まで足を運ぶと南アが見える。特に双耳峰

の笊ヶ岳、数年前に登っているだけあって近くで見れて感慨深い。 

敬慎院への宿泊は、初宿坊ということもあり非常に楽しみにしていた。実際に清潔感があ

り、暖房・コタツもあり部屋は暖か、風呂で汗も流せとても快適な環境。また、朝夕のお

勤めも無信教の私にとっては心が清らかになる体験だった。精進料理も質素ではあるが、

般若湯（日本酒）もあり満足。夜は持参のお酒でゆっくり過ごせた。そして念願のご来光。

随身門から見る富士山は大きく、お彼岸 3 日前ということで富士山頂少し右から太陽が出

てきたが、この神々しい景色を目の当たりにすると心身ともにパワーが注入された気がし

た。 

身延山は、赤沢より歩く

予定だったが、下山して

足が疲れたとのメンバー

の意見に配慮し夏秋から

タクシーで十萬部に入っ

た。結構急な道で岩が崩

落しており心配だったが何とか無事に到着。タクシーの運転手さんには感謝。身延山頂か

らは、富士山こそ雲で見えなくなっていたが、北展望台からの南アの景色は素晴らしかっ

た。これがロープウェイで登ってきて見れるのだから贅沢だ。 

今回は、また新鮮な登山体験ができた。山伏までの八紘嶺縦走、富士の手前の天子山塊、

竜ヶ岳～毛無山までは歩いたがいつか富士宮まで続くこの山塊を縦走したいと次に行きた

いルートが増えた。 
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武甲山（1304ｍ） 
記：新島 和子 

 
日  程：平成 25 年 3 月 17 日 

メンバー：Ｌ新島、大門、加藤 

行  程：一の鳥居（8：20）⇒大杉の広場（9：20）⇒御嶽神社（10：05）⇒武甲山山頂

（10：20）⇒シラジクボ（10：40）⇒小持山（11：25～12：05）⇒大持山（12：

40）⇒麦坂峠（13：25）⇒一の鳥居（14：00） 

 

3月 23日からの安達太良山まで少し日

にちが空いてしまったので、どこか電車

で気軽に行ける山はないかしら・・と加

藤さん、大門さんを誘って武甲山へ行く

ことにしました。何年か前、会の忘年山

行で美味しい豚汁を食べた記憶がよみが

えってきました。ただ覚えているのは鳥

居と豚汁だけでどのような登山道だった

のか、どのルートを歩いたのか、まった

く記憶にない・・新鮮な気持ちで（？！）

登ることができました。ちょっと太めの

コーギー犬と一緒のご夫婦、6 人のパー

ティのおじさん＆おばさん、抜きつ抜かれつつ不動滝を見過ごし大杉へ、そしてあっ、と

いうまに御嶽神社から武甲山山頂へ。10 時 20 分お昼にはまだ早いしこのまま浦山口に下

山するのはちょっともったいないな～と話をしていた時、先ほどから抜きつ抜かれつつの

6 人のパーティ（中高年群馬山を歩く会、だったかな）の方々に一緒に小持山から大持山

へと誘われて合流することとなりました。皆さんとても親切な方たちでおやつもたくさん

頂きました（笑） 

武甲山を周遊するようなコースで武甲山の表と裏を見ながら、どこまで削られてしまう

のかしら・・10 年後は山の形も変わってしまっているのだろうな・・なんて思いながらシ

ラジクボ～小持山～大持山アップダウンを繰り返し麦坂峠まで、そしてスタート地点の一

の鳥居でゴール！合流したパーティの方の車で秩父駅まで送ってもらい、人との出会いに

感謝して心の暖まる楽しい山行となりました。突然の計画にお付き合いいただいた大門さ

ん、加藤さん、ありがとうございました。 
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   丹沢ジダンゴ山 春！ 
■ 日  程 Ｈ25.3.17（日）                記：小林いつ子 

■ 場  所 丹沢 ジダンゴ山 

■ メンバー Ｌ井口宮子・小林い 

■ 歩  程 5：25 草加－新松田 7：50 着―バス－8：15 寄（やどろぎ） 

－9：50 ジダンゴ山―11：00 コース途中でランチ－11：50 宮地山 

―12：40 田代向―12：50 バスー新松田 

 お天気がよさそうだったので宮子さんと何処に行こうかと相談！宮子さんのリクエスト

でジダンゴ山に決まった。不思議な名前だが山頂の石碑によると、「震旦郷」とも書く。 

又の名を「寄権現山」。詳しい由来に興味のある方は、ネット検索もいいが登っては如何！

ざっと読んだだけでは説明不可！ 

 代々木上原から普通電車。海老名で急行に乗り換えた。が、ちょっとした勘違いで東海

大学前で下車、次の電車を待つことになってしまった。新松田でのバス乗り換えが気にな

ったが、ぎりぎり間に合って 25 分で寄に予定通り到着。この辺りはまだ梅が満開だ。 

河津桜も綺麗だった。 

茶畑+満開の梅林+ホーホケキョ+青い空 

を楽しみながら、結構な坂道を登る。 

バスを下りて1時間20分で山頂に着けてしま

うので人気の山らしく、道標は角々にあり分

かりやすい。この日に限っては一日中晴天な

ので皆さんガッツリ登っているのか？ジダン

ゴ山はもったいないほど静かだった。広い山

頂はあせびの木で囲まれ、いっせいに花が咲

いていた。これ以上大きくなると近くの山も

海も見えなくなってしまいそうだ。 

昼ご飯には早いので宮地山に向かった。いきなり踏み後がいくつもあり、どれを下りた

らいいのか迷う。道標には秦野峠の指示。宮地山の方向指示はない。私達は左の踏み後を

選び、磁石の設定と引き返す事も考えて赤テープを目印に

し下山した。結局、少し下りると宮地山への道標があり 

2 度目のテープの必要もなく少しだけ遠回りをしただけだ

った。宮地山に着くまでに山桜が楽しませてくれ、緊張が

いっぺんにほぐれた。宮地山は広いが展望はない。山頂は 

一番奥の奇妙な場所にある。そこに私達二人だけ、丁度 

宮地の里からお昼のメロディーチャイムがきこえてきた。 

田代向バス停までお花見気分の贅沢な時間を過ごした。 

 帰りは鶴巻温泉でさっぱり汗を流し、プチ山行が終わっ

た。 

本当に楽しい一日でした。色々新しい発見もありました。

宮子リーダーありがとうございました。 
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安達太良山 
（1699.6m） 

記：畑野仁美 

◆山行日：2013 年 3 月 23 日（土）～24 日（日） 

◆山行者：L 園木・SL 新島・尾崎・大門・新島・森・畑野・・・６名 

◆コース： 

１日目：あだたら高原スキー場 9:30～勢至平 11:25～くろがね小屋 12:33～峰の辻方面 

～くろがね小屋 13:15 

２日目：くろがね小屋 7:35～峰の辻 8:22～牛の背 8:45～安達太良山頂 9:10 

～ロープウエイ山頂駅 10:05～あだたら高原スキー場 10:28 

 

安達太良山へは今回で４回目それも積雪期は初めてです。 

メンバーは私以外女性陣も皆つわものばかり、なんとか迷惑かけないようについて行くだ

けです。お天気はまあまあ、雪は少

なくもう春山の様相でした。 

山頂を目指し薬師岳方面へスキー

場を登り始めましたが、最初の道票

があらぬ方向を向いていてあっちへ

行ったりこっちへ行ったりと迷って

しまいました。結局先に小屋へ向か

うことになりました。 

登るにつれて風が強くなってきま

した、勢至平を過ぎて道が細くなっ

た所でアイゼンを装着。硫黄の臭いがしてくると小屋が見えてきました。 

小屋に着き荷物を軽くして改めて山頂を目指しましたが、風が強く、何と森さんが飛ば

されてひっくり返り足が木にからまっていた。無事立ちあがり再度出発しましたが、何度

も強い風に立ち止まり峰の辻まで行けないまま撤退となり、この日の行動は終わりです。 

小屋は満室でしたが私達ちょうど６人で１室に入ることが出来ました。 

園木さんがお風呂から出るのを待って遅いお昼と早い夕食を兼ねたパーテイーの始まりで

す。メニューはチーズフォンデュです。お隣も同

じメニューで先に盛り上がっていました。 

ウインナー・ブロッコリー・アスパラ・フランス

パンにチクワ？とアボガドのサラダなど、とって

もおしゃれな山ご飯で小屋の夕食が始まるぐらい

までのんびり美味しい時間を過ごしました。 

 

お風呂の後は二次会です、「新ハイキングクラブ
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川崎支部」の方々と合流しおしゃべりを楽しみました。またホームページのリンクが増え

ましたよ！ 

園木さんは上機嫌で布団に入ると速攻でイビキが聞こえてきました。でも静かなイビキ

でしたので許します。 

 

朝も園木さんの手料理チキンライス、生卵まで持って来てくれました。美味しい山ご飯あ

りがとうございました。 

片づけと準備を済ませ山頂へ再チャレンジです、前日のような風は無く峰の辻と稜線の

牛の背まで行けました。牛の背辺りは全く雪が無く風も強くなって来ました。 

頂上直下からますます風が強く頬が痛いくらいです。頂上では寒くて何も見えないので写

真を撮って急いで下山します。雪道は楽チンでゴンドラ駅に早く着きました。 

帰りは岳温泉の公衆浴場で温まり、園木

さんお得意の蕎麦屋へ栃木インターで途

中下車して行きました。大きなザルで出

てきてビックリ皆で食べてもお腹一杯に

なりました。 

いつもいい温泉と美味しいものが、もれ

なく付いてくる園木さんの山行は楽しい

ですね。 

なんとか迷惑かけずについて行けまし

た皆さんありがとうございました、また

行ける所があればお付き合いください。 
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巨木の里ときがわハイキング 
                      記：芳野 光夫 

森林インストラクター協会 20 周年記念事業で発行された「日本の森 121」の本を草加山

の会の例会で紹介し、私が担当した「巨木の里」ときがわのハイキングを 3 月 30 日に企画

しました。私を含め 5 人のメンバーで春雨の降る中、ハキングを兼ねた巨木巡りをする事

になりました。 

 朝 6 時、草加山の会の集合場所である松原団地西口に集合し私の車で出発した。天気予

報では、「朝小雨のち曇り」天気を気にしながら車を走らせるのですが、雨は益々本降りに

なり気温も下がり、ときがわの明覚駅で全員雨具を着こんだ。椚平入口のいつもの駐車ス

ペースに車を置き、8 時 19 分発のバスを 5 分待ちで乗り込む。料金は 200 円、8 時 25 分に

日向根のバス停に着く。雨の中、すぐ側のスギとシラカシを見に行き、その後越沢稲荷の

大杉を見る。幹回り 6.05ｍの大杉の迫力に皆感動する。山里の春は、いっぺんに花木の花

が咲き椚平の家々の庭を飾っている。その花々を眺めながら、向尾根の稲荷神社に着く。

神社にお参りしながら「苦抜の力石」を見て、力比べを思う。そこから向尾根のヤマザク

ラは直ぐ側で、根元から多数の幹に分かれていて、一本の太い幹が無残にも折れていた。

葉芽は出ていたが、花芽は見あらたなかった。すぐ隣の野草園で休息する。9 時 30 分、雨

の為ひどい花粉症の私も、マスク無しで歩けた。戸口様の家の前にはアカヤシオの花が咲

いていた。そこからヒノキの樹林の中を歩き、姥樫を見に行く。途中林道の上にアブラチ

ャンの花が慎ましく咲いて嬉しくなった。10 時 5 分頃姥樫に着く。幹回り 6.58ｍ大きくね

じれた巨大な幹にみんな感動する。巨木のパワーをいつまでも眺めている。雨の為暗くて

写真がうまく映らない。そこから上のカツラを見に行く。芽吹きが始まったばかりで、葉

は開いていなかった。10 時 30 分、泉川沿いに下る。11 時頃、インストラクターの森に着

き、今年植林した所を案内した。ここで昼食の予定だったが、雨が降り止まないので萩日

吉神社に向かう。樹齢 800 年の巨大な男杉と女杉が合体している。この木を拝むと子宝に

恵まれるそうだ。その大きさに圧倒された。神社裏の道を 15 分程歩くと、巨大なカヤの木

が現れる。ゴツゴツの幹から自由奔放に伸びる無数の枝、里には無い野性味を感じられる。

樹齢 1000 年、幹回り 7.0ｍの巨木だ。 

 雨で体も冷えたので、とき庵の美味しい蕎麦を食べに行く事になった。店は何時も満員

だが、運良く座れた。美味しい蕎麦にみんな満足して、七重のヤマザクラを見に行く。標

高の高い所にある為、花は見られなかったが、幹回り 4.10ｍの太い幹はねじれていてコケ

が厚く付いていた。ヤマザクラの巨木は珍しく、県内最大の山桜だそうです。そこから慈

光寺に向かう。巨木の多羅葉樹を見て、観音堂へ向かった。いにしえの姿を想い浮かべな

がら歩く。一日中雨の中を歩いた為、体も冷える。こんな時は温泉が一番、都幾の湯「四

季彩館」に行く。14 時 30 分頃、ゆっくり温泉に浸かり休み 15 時 40 分頃帰路に着いた。

少し道路も渋滞していて 18 時に集合場所の松原団地駅に到着した。 

 今回、数々の巨木に感動やパワーをもらい、美味しい蕎麦を食べ、ゆっくり温泉に浸っ

て帰れた。一日中雨の中を歩いたのに、充分楽しんできました。近場で良いハイキングに

なったと思います。機会があったらまた来たいと思います。 
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神楽ケ峰山スキー（2029.6m） 

記：森 律子 

山行実施日：2013 年 3 月 30 日(土) 

メ ン バー：L.園木、石井美、宮子（ゲレンデ）、森(敬称略) 

コ ー ス：4：00 草加→8：30 みつまたかぐら駐車場→11：40 登山口→12：30 神楽ケ峰

手前ピーク→16：20 みつまたかぐら駐車場 

 

 雪山、岩、沢、縦走、一般登山

etc.. 山のでは色んな山の楽しみ

方を学ぶことができ、色々な貴重

な体験をさせていただいています

が、ついに禁断の!?山スキーもチ

ャレンジしてみることにしました。

ゲレンデスキーは半世紀以上ぶり

なのに無謀にも諸先輩にくついて

いって「ここから先は自己責任」

の境界線の外に飛び出しました。 

下界はどんよりとガスが出ていて視界も無い状態でしたが、高度が高くなるにつれ空が

見えてきて雲海を望む絶景の風景に感動し、シールを付けたスキー板は歩行モードで登り

の坂道もどんどんあるけます「シュッシュッ」というシールか効いている音を楽しみなが

ら歩きます、急登りになると、クライミングサポートを立てて歩くと楽に歩けとても快適

～神楽ケ峰手前ピークで昼食をとっていると怪しい雲がかかってきました。コンパスを
下山位置に合わせて滑走開始・・あれ？こんな急だっけ・・「行きはヨイヨイ帰りは怖

い」滑るより転がる方が早
い状態で、あまりにもひど
いので滑るより歩くが早く
て確実！という事で私は歩
いて下山。 
ガスで先が見えない中コ

ンパスで下山方向を確認し
ながらかぐらエリアゲレン
デを目指します、途中でゲ
レンデの音響が聞こえくる

と一安心無事ゲレンデに到着。ゲレンデでもなかなかうまく滑れす撃沈・・・打撲、
筋肉痛で上級者コースは絶対無理！という事で私はゴンドラに乗って降りることにな
りました。 
来シーズンはもっとスキーの技術を磨いて、皆さんの足手まといにならない様に精

進しますので、これに懲りずにまたご指導よろしくお願いいたします。 
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浜石岳(707m)・薩捶峠・桜えびハイキング 
 

記：小野寺 博 
【日程】 平成 25 年 4 月 4 日(木) 快晴 【メンバー】 L 小野寺、前田、小倉(会員外) 

 青春 18 きっぷの余りを消化するためと、今週末の天気が嵐の予報を受け、急遽ウイーク

デーの 4 日（木）に山行を計画しました。サラリーマン生活が長かった私としては、ウイ

ークデーに山行は罪悪感を伴いますが、定年を既に過ぎたので良しとしましょう。前日の

嵐が去り快晴に恵まれ、気持ちが良い朝になりました。早朝にも関わらず通勤客で込み合

う中を、リュックを背負ったおっさんが 3 人紛れ込んだ状況で東京駅に到着。東海道線沼

津行きに乗車、JR 東海に乗り継いで由比に到着しました。浜石岳までみかん山をゆっくり

歩くのが良いのですが、今回は薩捶峠までの長丁場なので、青少年野外センターまでタク

シーを利用しました。45 分登っただけで楽に浜石岳山頂に到着、時間は少し早いのですが

10 時 31 分に昼食、浜石岳頂上からの雄大な富士の眺めを昼食と共に堪能しました。埼玉

から見る富士山と違って、宝永火口、宝永山それに山頂の剣ヶ峰まで展望できました。 

 昼食後 11 時に薩捶

峠に向け出発、この間

はネットで 2 時間から

3 時間で歩かれている

ようなので 3 時間でコ

ース設定しました。と

ころが歩きだすと道標

に 9.4km で 230 分（3

時間 50 分）と書かれて

おり、50 分短縮の速足

となり、久しぶりのス

ポーツハイキング（いつもはブラブラハイキング）で汗を流しました。コースは比較的平

坦で歩きやすいのですが、人の手の入らなくなった植林は荒れており、風や斜面の崩壊で

倒木が非常に多い状態です。人里に近いこの山でも材木として利用されないのは残念なこ

とです。杉の植林は進むにつれて孟宗竹の竹林に変わりました、歩きながらタケノコが出

ていないか目を凝らしましたが見つかりません。タケノコ堀りの人がいたので聞いてみる

と、ほんの少し出たか出ないかのタケノコの頭を見つけるようで簡単ではないようでした。

やがて竹林はみかん畑に変わり人里に近づきました、ここも人の手が入っていない荒れた

所が多く、過ってみかんを運搬したモノレールの錆びたレールが山の荒廃を象徴している

ようです。冬ミカンは葉を残すだけですが、夏ミカンは鈴なりに生っており、無断で試食

させて頂きましたがとても甘く味が濃厚なので土産に買って帰りました、重たかった。薩

捶峠には 2 時間 30 分で 13 時 25 分に到着、道標 3 時間 50 分は遅すぎでしょう。 

残念ながら富士山は裾野を残すのみでお隠れになりました。旧東海道を古い街並みを見

ながら由比の駅に戻りました。駅前の食事処「あおぞら」で釜揚げ桜えびと桜えびかき揚

げを肴にビールで乾杯、電車でワインで乾杯、焼酎で乾杯で楽しい一日でした。 
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甲州街道てくてく歩き№１０(長坂～茅野）３５㎞  記：石井文子 

平成２５年４月６日(土)～７日(日) ペンション「山路」泊 

メンバー： 

Ｌ.石井(美)、和田、阿部、平野 

鈴木(廣)、千葉、鈴木(里)、上原、

畑野、大門、大畑、杉山、大木、

田村、中島、渋谷、黒沢、木原、

石井(文)    計１９名 

 

 

 

コースタイム： 

４月６日(土)（歩程２０㎞） 

南越谷(5：52)＝＝立川（6：51～7：21）＝＝甲府(8：23～53)＝＝長坂駅(9：35～50）

―台ケ原（11：15）―教来石―国界橋―蔦木―富士見（17：30）（ペンション山路） 

４月７日(日)（歩程１５㎞） 

富士見(8：00)－御射山神戸―青柳駅(9：30)－金沢―木船―おかめ神社―茅野(12：30

～15：18)＝＝立川 16：58～17：01＝＝南越谷 18：05 

 

６日（土）天気 晴れ曇りのち雨 

 前日の天気予報は、「台風並みの低気圧が日本列島を通過するのでなるべく出掛けるのは

控えましょう。」と、いうことだが、低気圧の進路を予想しながら、電車、ペンションを予

約したので、歩けるだけ歩いてみようという結論をリーダーとだしました。 

朝、目が覚めたら、曇ってはいたが雨は降っていなかったので、このまま持ってくれと

祈りました。 

長坂駅に着くと天気は快晴、桜、桃、梅の花がいっせいに咲いてしました。 

準備を整え２０㎞先のペンションを目指して出発です。長坂駅から甲州街道台ケ原宿まで

５㎞は１時間２５分かかり、七賢という酒の醸造元で休憩しました。教来石という地区が

あり、昔、日本武尊が座った石があり{経来石、清ら石、教来石}とよんでいて、この地区

を教来石と名付けたということです。 

明治天皇が休憩して水を飲んだ所の碑が何か所もありました。よほど美味しい水だった
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のでしょう。 

国界橋の袂に大きな石碑があり「目には青葉 やまほととぎす 初鰹」山口素堂  出

生の地です。山梨県から長野県に入りました。蔦木には日蓮の高座石があります。昔、村

に悪疫があり村人が困っていると日蓮が石の上で三日三晩祈祷したら疫病が治まったとい

う、いわれのある石です。石というより岩でした。雨がぽつぽつ降ってきたので、雨具を

来て歩きました。車進入禁止の微弱電流が流れるネットを開けて旧甲州街道を歩き、国道

２０号線と交差しながら登り下りの道を歩きます。 

雨が強く降ってきましたがあと３キロで宿屋につくのでこのまま歩くことにし、甲州街

道最高地点９６５m を過ぎ、17：30 宿屋到着。お風呂が一か所しかないのには驚きました。 

７日(日) 天気 晴れくもり雨一時あられのち晴れ 

夜中は天気が荒れて雷雨強風でしたが、8：00 の出発時間には晴れてきました。 

入笠山を左側にみながら歩きました。消防団員の人達がいたので何かあったのかときいた

ら、｛水かけ｝といって新築の家を訪問して放水をしているのだそうです。 

御射山神戸(いさやまごうど)一里塚(４６里）：江戸時代から現存している塚で木が大きく

てりっぱでした。もう一つは明治になって植えられたものでした。雨がポツポツ、傘をさ

して歩きましたが強く降ってきたので物置のようなところで、雨具をきこみました。 

おかめ神社到着、「草加山の会甲州街道踏破したい]神社におかれていたノートに記帳しま

した。貧乏神神社があるはずでしたが、見当たらず。茅野駅 12：30 到着、早い電車で帰ろ

うとしたが強風の為ダイヤが乱れていて、予定していた 15：18 まで電車がないので、ショ

ッピングや酒飲みなど、各自自由に過ごしました。 

帰りの電車の中で楽しい打ち上げをして帰ってきました。 

次回は、１１月１６日(土)～１７日(日)甲州街道の終点、下諏訪まで１２㎞を歩きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

御射山神戸の一里塚 
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筑波山（８８７ｍ） 
記：鎌形 瑞枝 

 

日  時：２０１３年４月９日 

メンバー：Ｌ小野寺、山本、山口（敏）、鎌形 

コ ー ス：草加 7:00＝常磐道＝筑波山神社 9:05――弁慶茶屋跡 10:35――女体山山頂 

     11:15――昼食――男体山 12:45――男女川 13:04――筑波山神社 14:00  

 

平日の白雲橋コースは貸しきり状態で

したが、茶屋跡ではそれぞれのコースか

ら人々が集まってきました。1 月の山行

報告にあった杉の切り株は樹齢 4，5 百年

でないかと思われる立派なものでした。

女体山は柵が設けてあり、飲食は禁止と

なっていました。霞んでいましたが、霞

ヶ浦が望めました。お天気が良ければ富

士山、東京スカイツリーが見えるそうで

す。片栗の里で、昼食を取り、片栗をめ

ぐり、男体山へ。昔は通っていた危険な

所はロープで通行止めになっていました。帰りは自然探求路の立身岩に寄りました。親鸞

聖人の餓鬼救済の伝説があり、伊奈町出身の間宮林蔵が 13 歳の頃出世を祈った所だそうで

す。 

予定通り、青木屋の展望露天風呂で汗を流しました。開放感のある露天風呂はお勧めで

す。谷川岳に次いで多く登っている筑波山、花にたくさん出会えて、誘って頂き感謝です。 

出会った花------タチツボスミレ、エイザン

スミレ、ニリンソウ、キクザキイチゲ、カタ

クリ、カタバミ、ハルトラノオ、シャガ、ヤ

マザクラ、？ツツジ、ミミガタテンナンショ

ウ？、キブシ 
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平成２５年「会員バスハイク」  

日時……4 月 13 日（土）～14 日（日） 
場所……角田山・越後白山 

 

園木実行委員長から一言コメント 
運営会議でいつも秋に行なっている会員バスハイクを春に行なってみては如何ですか

と発言したことから幹事をすることになってしまいました。 

当初４０人以上参加の予定でしたが、一人減りまた一人減りと３１人の参加となりまし

た。その度、凹んでいく自分が居ます。 

角田山、越後白山とも想像以上にいい山でした。参加の皆様お疲れ様でした。 

とてもいい宿を見つけていただきました山本さんありがとうございました。 

収支報告書 
参加人数――32 名 
収入 

  ２２，０００円×３２人＝７０４，０００円  

  １週間以内キャンセル２名の交通費 

７，６００円×２人＝１５，２００円 

松浦さんより       １０，０００円 

  合 計         ７２９，２００円 

支出 

１、 宿代―――１２，５４０×３２人＝４０１，２８０円 

２、 バス代と交通費全て―――――― ２６４，０００円 

３、 宴会飲み物代―――――――――― ２９，０８８円 

４、 ビンゴゲーム代―――――――――――６，６３５円  

５、 風呂代――――――――――――――１９，６００円 

６、 しおり作成費――――――――――――７，０００円 

７、 宿部屋飲み、車中飲み物代―――――２２，７６５円 

８、 バス帰着時間当てクイズ賞金―――――３，０００円 

９、 ＤＶＤ制作費――――――――――――３，０００円 

  合 計               ７５６，３６８円 

 

             支出合計 ７５６，３６８円 

             収入合計 ７２９，２００円 

           マイナス赤字  ２７，１６８円 

 

赤字分は会より補填していただきました。 

                          2013.4.23 鎌形 瑞枝 
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                                                  記：上原 すみ 
山 行 実 施 日：2013/4/13～4/14 
メンバー (１班)：L 石井(美)・SL 新島・松浦・小宮・渋谷・上原  

例年、秋に実施されることが多い会員バスハイクが、今年は早春の花と、残雪を楽しむ

春に行くことになりました。 

『１日目』 

角田山(481.7ｍ) 
登山コースが７ケ所あり、標高差の１番少ない五ケ峠コースを行くことになりました。四

季を通じて多様な楽しみ方がある山で、登山者の絶えない所だそうです。11:30 

登り始めると直にカタクリの花が

目につく。小さな周遊路がありシ

ュンランや雪割草等、春を告げる

可愛い花が咲いていて、思わずゆ

っくり見ていたな～と思いました。

しかし、山道は雪解け水の泥沼状

態で気が抜けない。上に行くに従

い両側の斜面にはカタクリの群生、

春の日差しを受けて薄紫の花弁が

美しい。 

彼方には日本海も見えて最高の 

トレッキング日和です。 

13:00 山頂に到着、山頂は芝生のある広々とした格好の休憩場所で、大勢のハイカーもい

て賑わっていた。 

昼食をとり 13:40 下山に入るが、相変わらずの泥濘にリーダーから、「１班は絶対に転ばな

いこと」と激がとんだ。 

帰路は灯台コースなので分岐点からは少

しずつ泥濘から解放され、お花を見なが

ら周囲の景色も見る余裕も出てきた。 

白い灯台が遠くに見えてきて、急峻な痩

せ尾根になってきて足に負荷が掛ります。

右側の岩場でクライミングをしている人

達もいました。 

登りとは別の緊張感があって、海岸の角

田岬灯台に着いたときはホッとしました。

13:10 でした。汚れを落としてバスに乗り込み、今日の宿「ホテル飛鳥」に向かいました。 
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夕食前に見た日本海に沈む夕日に感動して、しばし見惚れてしまいました。 

『2 日目』 

越後白山(1012.4ｍ) 
朝食はバイキングで身支度をして食堂へ。7:45 宿を出発して登山口の慈光寺門前に 9:00

到着。由緒ある慈光寺に登山の無事をお祈りして、9:25 出発・天候は上々です。 

天然記念物に指定されている杉の巨木に圧倒されながら、年々衰える気力・体力に、久し

ぶりの雪山は不安で一杯です。 

林道を進み板橋を渡ると尾根線登山口に着き、いきなりの急登で息が上がります。 

道の脇に、ふと、目をやると、ここにも美しい花が咲いていました。ショウジョウバカマ・

イワウチワ、上を見るとマンサクやミネザクラと心が和みます。 

10:30 ３合目の稜線に着いて一休み。 

周囲の山々には雪も見え始め、山道も解け始めた雪や、露出した木の根に注意しながら高

度を上げて行きます。 

やがて、雪も多くなり 7

合目を過ぎたところでア

イゼンを装着。 

視界も開け雪に陽が反射

して眩しい。目前に立派

な小屋が見えてきて、や

っと山頂に 12:25 辿り着

きました。広々とした山

頂からの眺望は素晴らし

く、周囲には雪に覆われ

た山々、越後平野や遠く

には飯豊連峰も見渡せ、

必死で登って来たご褒美

をいただいた心境です。 

軽い食事をとり 12:50 山頂を後に引き返す。雪も少なくなってきた所でアイゼンを脱ぎ慎

重に下山する。無事に 15:20 慈光寺の門前バス停に到着。 

班のリーダーや皆さんには、ご心配をおかけしたと思いますが、幸い、怪我もせず楽しく

過ごせた 2 日間、本当に有難うございました。 
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会員ﾊﾞｽハイク 2 班報告         
記：芳野 光夫 

メンバー：Ｌ．山本、ＳＬ．畑野、鎌形、染谷、芳野 

  

今年のバスハイクは例年になく、４月になったので、慌ただしかった。山のある場所も

解らずの参加になった。 

4 月 13 日、バスに 5 時間ほど乗って、11 時 10 分バスを降りて歩き始める。11 時 20 分

五ケ峠登山口に着く。30 分程登ってオオミスミソウの群落に着く。色とりどりに、こんな

に集まって咲いているのを見るのは、初めてだった。初めはオオミスミソウとミスミソウ

の違いも解らずにいた。その他スミレの花もいっぱい見た。タチツボスミレ、オオタチツ

ボスミレ、アケボノスミレまたはスミレサイシンなど、登山口でカタクリの群落に一輪の

白いミスミソウを見つけた時は感激した。その他、白いイカリソウやショウジョバカマの

花を見ながら登る。12 時 30 分最初の分岐の所で、ヒメギフチョウが飛んで居るのを見た。

また見られるかと思っていたが、その一回だけだった。13 時山頂に着く。記念写真を撮っ

て昼食になった。13 時 40 分下山。初めはアブラチャンの花のトンネル。そして両脇にカ

タクリの群落を見ながら下る。その後ミスミソウが現れて楽しませてくれた。そして角田

岬の灯台を目指し、海を見ながらの下山は天気も晴天だったのと合わせて気持ち良かった。

15 時 10 分、灯台に着く。15 時 40 分バスに乗り込み、ホテルへ向かう。ホテルから見た日

本海に沈むサンセットは素晴らしかった。 

 4 月 14 日晴れ。7 時 45 分にホテルを出発。9 時 10 分登山口に着く。身支度を整えて 9

時 25 分に出発する。慈光寺の杉並木を通り、立派な本堂で登山の安全を願って出発する。

ときがわ町にも慈光寺と言う立派なお寺があるが、宗派が違うので関係は無いのかもしれ

ない。一合目を過ぎるとショウジョバカマの花の群落が美しく咲いていた。その後、イワ

ウチワの群落が登山道の両脇に広がって咲いていた。その他アズマイチゲやマンサクの花

も見られて楽しくなった。急な登りだったが、花に気を取られて楽しく登れた。八合目辺

りで雪が深くなって全員アイゼンを付ける。ここからは残雪の春山、飯豊山が見えてくる。

会津から見る飯豊と違って見える。12 時 40 分、2 班山頂に到着。記念写真を撮って小屋に

もどり昼食になる。早い班は出発を開始する。我々も 13 時下山開始、13 時 30 分アイゼン

を装着した場所で、アイゼンを外す。14 時五合目着、15 時 20 分頃バスに戻った。 

 今回二日とも最高の天気に恵まれてラッキーだった。春の沢山の花々や残雪の春山も楽

しめてとても良かった。バスハイク運営委員の皆様、ありがとうございました。 
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片栗満開の角田山とイワウチワの越後白山  ３班報告 

      記：大木 靖子 

メンバー：Ｌ．小野寺(英)、ＳＬ．兼堀(善)、小林(い)、松井、大木  

草加山の会のイベントの一つ会員バスハイクはいつもとても楽しいので「行くぞ」と自

分の心に決めていましたが、主人の身内に病人が出来、半ば諦めていました。少し落ち着

いたとの連絡がありましたので「さあ、行くぞ」と朝５時前に家を出ました。(早すぎたあ

ー)予定通り関越を通り、巻潟東から登山口までは５時間近くでしたがすごく遠く思われま

した。 

１０時４０分五ヶ峠登山口に着き、班別で登山開始。私は３班に入れていただき、メンバ

ー５人。リーダーの小野寺さんが「雪割草が株であり、いろんな色があるのですごくきれ

いだよ」と教えていただきましたが、１０ｃｍ位の白くて細く、可憐な花、どう見ても株

には見えません。片栗さんに咲く場所を奪われ、よく見なければ見逃しそうです。リーダ

ーの園木さんの「花・おすすめの山」はさすがですね。数え切れない片栗の紫、二輪草の

白、アズマイチゲの白と青、ショウジョウバカマのピンク、そしてイカリ草の白とミスミ

草、大きな花柄のジュータンを４８１ｍの角田山にすっぽり被せたような美しい山です。

その上、日本海がお友達です。特に灯台にコースの下りは、海に向かって灯台めがけて歩

く楽しさは、参加した人だけしかわからないですね。花の開花時節でしたからでしょうか、 

登山者が多く来ていました。(長靴でね) 

あっ！それと水平線に沈む夕日、つい見とれてしまいました。翌日は快晴。７時少し前朝

食を摂っていると「夕べのこと覚えている」と聞かれましたが「はーい、何も覚えていま

せん」と答えました。本当です。年ですかね。酒に飲まれるようになりましたかね？ 

昨日のカタクリの花のおかげで気分爽快です。 

黄金(銀杏)の里を通り、慈光寺登山口までは１時間程。大きくて格式のありそうな立派な

慈光寺に全員無事登頂をお願いして、樹齢５００年の大きな杉並木を抜け、沢山ある石仏

様に手を合わせ、一合目より登りはじめました。１５分歩くと直ぐ急登になり、イワウチ

ワやアズマイチゲ等チラホラ咲いていますが、三合目まではエッサ、ホイサ、それ登れ。

やっと一息出来るかなと思いきや、両脇に雪があり「おっ、いよいよ雪山かな」とわくわ

くしました。５合目、６合目通過、でも一番最後尾にフゥフゥ言いながらも、花の可愛ら

しさに引かれ登ります。「５００過ぎたから後半分だよ」の声に励まされ、「朝あんなに食

べたのに１２時過ぎるとお腹がへるね」などと会話しながら人の姿発見。「やっと追いつけ

る。大勢居るから頂上かね」でも未だ標高が低すぎます。なぜ、皆が居るか、着いてみて

納得。この先雪が多い為、アイゼンを装着していました。私達も多少もたもたして装着、

歩きやすくぐんぐん標高を上げ、１２時５０分頂上到着。多少風があるが見晴らし最高。

１３時１５分下山し始め、七合目を過ぎた所でアイゼンをはずし、一合目３時１５分、駐

車場３時４０分。ラストチームなので急いで靴を履き替えバスに乗車。満開の桜が時々あ

り、さくらんど温泉までの近いこと、帰りは磐越道を回り、一路草加に急ぎましたが、車

窓の桜がまたきれいでした。９時５８分無事松原到着しました。 

行かれた幸せ、片栗満開の山に出会えた幸せ、良き２日間でした。園木さん始め皆様あり

がとうございました。 
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平成２５年会員バスハイク ４班報告 

メンバー：Ｌ．浅井(昭)、ＳＬ．大門、井口、山﨑、杉山 

角田山 

記：山﨑 正夫 
角田山は平成２１(2009)年４月５日に園木さんのリーダーで歩いた素晴らしい山だ。も

う４年も経ったとは思えない位印象深い山だ。その時は前日に雪の米山を歩いた。前回は

宿泊した民宿の横の駐車場から湯之腰コースから山頂を経て灯台コースを下った。今回は

五ヶ峰コースから山頂を目指す。今回もカタクリや雪割草が沢山咲いていて素晴らしい。 

前回より、観光客は少ない。前回は灯台に下って行くと、朝には止まっていなかった大型

観光バスが１１台も止まっていてびっくりしたものだ。その代わり、今回はゆっくり花や

歩きを楽しむことができた。 

皆さんに教えてもらって確認できた植物は次のとおり。キクザキイチゲ、タチツボスミ

レ、アケボノスミレ、オオバタチツボスミレ、カタクリ、雪割草(白、ピンク、紫、八重)、

イカリソウ、ヒメグチソウ、ショウジョウバカマ、ユキツバキ。 

 

 

越後白山 

記：杉山 清美 

ホテル飛鳥は素敵なホテルだった。角田山のカタクリや雪割草、日本海に突き出た白い

小さな灯台、ホテルの窓からのオレンジ色に輝きながら静かに日本海に沈みゆく夕日の余

韻を胸に抱き眠りについた。翌日の越後白山登山の朝もお天気に恵まれた。ホテル前で記

念撮影後、バスに小１時間揺られ五泉市の黄金の里、慈光寺登山口から班ごとに歩き始め

た。慈光寺への参道は樹齢５００年を超すといわれる県天然記念物の大杉の並木が続き、 

途中花の手向けられた３３観世音菩薩の石仏や大蛇伝説の碑があった。慈光寺は無垢の木

造りの地味ではあるが歴史の感じられるお寺であった。３０代という仏陀の絵が飾られて

いて印象的であった。 

 沢の音を聞きながら、しばらくすると急な登りとなった。雪山ということで、角田山の

ような花は期待されていなかったが、なんと白やピンクの岩うちわ、春一番に咲く黄色い

まんさくの花が咲いていて、きつい登りを癒してくれた。しばらく登っていくと、ホルス

タイン牛のようなまだら模様の残雪が視界に入ってきた。雪解けの山道はどろんこ道、下

山してくる地元の人達は要領良く長靴の人が多かった。 

 いよいよ７合目位からは一面の銀世界となり、アイゼンをつけて頂上に向かった。美し

い白銀の世界は久し振りで、その雪の感触を楽しんだ。頂上には避難小屋があり、風をよ

けてその傍らで昼食を摂った。 

 可愛い花々と新緑、真白き銀世界、そして白い灯台に日本海、素敵な思い出となった園

木さんの春のバスハイクの企画に感謝。そして実行委員の皆様、本当にありがとうござい

ました。 
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会員バスハイク in 角田山・越後白山 ５班 
５班は全員参加の精神で紙面を飾ります、まずはリーダーの山口さんから 

 

角 田 山 ・ 白 山        記：山口敏雄 
◎角田山 実に良い山ですねえー！ 峠から山頂、山頂から灯台・日本海 

オオミスミソウ・全山カタクリの花、春蘭も見つけたヨーッ 

灯台コースはサイコー (ﾉﾟοﾟ)ﾉ ヤッホー ｵｵｫｫｫ- 

◎ホテル飛鳥 えガッタァァー！夕日が絶ゥー！ 飲みすぎたー 頭イデー 

◎白 山 三合目まではキツー。岩ウチワロードはグー。山頂からの展望 

広大な越後平野・残雪の粟ヶ岳・川内山塊の山々・遥か遠くに薄く霞む

飯豊山・・・シアワセーッ (ﾉﾟοﾟ)ﾉ ｵｵｫｫｫ- 

☆幹事さんへ   良き山、良き宿・湯、良きメンバー 有難う御座いました。 

 

越後の山々登山の感想         記：石井文子 
角田山（ ４８１.7m） 

 「花の群落がみられますよ」と、言っていた様に、登山道の両側にカタクリの花が群生

していて、他には、雪割草、二輪草、イカリソウ、アズマイチゲ、ショウジョウバカマ、

サンシュウも咲いていて、今までに見たことのない景色で「すごいねー、すごいねー」の

言葉しかでませんでした。下山路は、日本海に浮かぶ佐渡島を見ながら、可愛らしい灯台

に向かって下って行き、海の水で靴を洗うという貴重な体験ができて感激し、ホテルから

見た夕日が真ん丸のまま沈むのにも感激しました。 

越後白山（１０１２m） 

 「六本爪アイゼンが必要です」との事。｛登山口からつけるけるのかな？アイゼンをつけ

て歩くのは、何年ぶりでしょう、皆さんの足手まといにならないなあ？不安になる。｝でも

登山口の慈光寺には雪がなくて安心しました。「石井さん今日もトップで、お願いします。

と言われ、標高差約８００m やっぱり山頂には雪が積もっているし不安がよぎる」 

２合目あたりから淡いピンク色のイワウチワがお出迎えし、登山道の両側に群生していて、

ときどき、ショウジョウバカマ、カタクリ、アズマイチゲ、マンサクのお花も咲いていて、

きつい登りを和ませてく

れます。８合目からは、

アイゼン装着、私がつけ

終わって顔をあげたら、

５班の人達はもう準備

OK で私が一番遅かった

です。一歩一歩確認しな

がら歩き、白山の頂上で

あろうと思われるところ

で記念写真、無事登頂感

激です。でも下山でケガ
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をしないように、昔、５月谷川岳の沢で雪上訓練を実施、「踵に重心を置いて」雪山の下山

時の歩き方というのを急に思い出しました。[三つ子の魂百までも]です。 

７合目付近で他の班が休憩している時、休まず一番前になってしまいました。５班の皆さ

んが私の歩幅についてきてくださり、登山口まで無事下山でき、トップの責任が解かれ、

ホッとしました。 

 

感 想 一 言             記：八並絹代 
今回のバスハイクは花の山行で色々な種類の花を見ることができ感激しました。 

歩けども歩けどもかたくりの花がいっぱいの全山かたくりの花 角田山。 

日本海を眺めながらの下山の景色も最高。 

翌日の越後白山、登山道の両側に延々と、いわうちわが咲いており急な登りも花を楽しみ

ながら登り、五合目からはまだ残雪が多く冬景色。 

お天気で春山の景色を堪能できました。「最高」 

 

感想ですが・・・        記：♪森 律子♪ 
生まれて初めて初めて新潟の日本海を見ました。 

角田山の海まで続く登山コースはとても気持ち良かったです。 

越後白山はガチ雪山も楽しめて大満足の会員バスハイクでした。 

 

越後の花畑は美しい・・・      記：小林 真一 
何はともあれ、越後の花畑は美しい。花が豊富である。 

私はカタクリの花を見に何回か山へ入ったのですが、しおれた花を２，３輪観るのです。

それも形は小さく花弁も垂れて、悲しい花だなと云う印象しかもっていません。 

今回は群生していて、大きい花弁で、荒らすのも気にせず堂々といっぱいに咲いてるーー

これはびっくりです。又、あちこちにあって ＜いやー の言葉しか出ませんねーこれは！

＞ 自分もこんなでありたいと思います。 

 今回はゆったりスケジュールの娯楽中心山旅もよいものです、リーダーは当てが外れた

と失意をかくせませんが、立派な意思の決集であったことはたしかです、私はこの企画に

反対できません、反省すべきは最初の賛同が多すぎただけ。 

私には有り難い山旅であり感謝・感謝です。 

 

初めての会員バスハイク      記：小野寺 博 
日本海が見られる山行は 10 年以上前の鳥海山以来でした。初めてアイゼンを付けての雪山、

初めてのバスハイク、皆さんの情熱と暑さにたじろぎ、後れをとることしばし、いちめん

のカタクリの花に感動しつつ、必死に登った山行でした。越後白山で土産に買ったカタク

リは食感が良く、見るのと食べるの両方を楽しめました。 

DVD 作成担当に成りました、素材集めと構成を考えながら、良き思い出が作れるよう思い

を巡らせております。 
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会員バスハイク 6 班報告 

L.浅井(祐子)、SL.大竹(一)、園木、大畑、関口 

 

4/13(土) 五ヶ峠 11:30 - 角田山頂 12:05-40 - 角田岬 P15:30 = ホテル飛鳥(泊) 

4/14(日) 越後白山登山口 P9:30 - 山頂 12:30-13:00 ‒ Ｐ15:15 = 入浴～帰路 = 草加 

 

 

 いつも時間に追われ何かと忙しい身にとって、久しぶりの会員バスハイクに不安を半分

持ちながらの参加です。時の流れに身をまかせ...山の会に染められ…ただ一度の人生を楽

しまなくちゃと、健康と会員のみなさんに感謝。ありがとうございました。 

(関口 美津江) 

 

 越後白山 雪山の思い出 

雪山は殆ど初めての体験でした。途中までは雪も無くイワウチワの可憐な花に迎えられ、

登って行くことが出来ましたが、雪の上では周囲の景色を眺める余裕もなく、一歩一歩 

慎重に歩きました。下山時にはリーダーの祐子さんに促され、お尻スキーもやりました。 

スピードがあって怖かったけど楽しい思い出です。           (大畑 英子) 

 

 

3/11 実父他界後、厳しい実母からは外出禁止令が出ていたが、永遠に反抗期の私として

はそんな御達しなどはどこ吹く風…。ましてやめったに行けぬ新潟の名山「角田山」と聞

けば、親子の縁を切っても行かねばならぬ…? は少々大袈裟だが、あのカタクリの群落を

目にした時、この決断に間違いは無かったと確信。又、大海原を眼下に目出ながらの下山

コースも感嘆の連続。皆とワイワイ登るのも久しぶりなので、いつもよりテンションが高

いね～と冷やかしの言葉を貰う。 

 翌日も好天の下での越後白山。この時期ならではの残雪の山に登れるとは嬉しい限り。 

古刹慈光寺に後ろ髪引かれながら頂を目指す。雪が出てくる高さまで上がると新潟平野の

広さと、遠く飯豊の山並みに心が和む。くされ雪をサクサクとアイゼンで噛みながら 

進めばやがて山頂。周囲の山も 1000ｍそこそこだが、雪を頂くだけでこれほど見事な山容

を見せてくれるとはあっ晴れ～!!  

 下山後、茶店でカタクリを求めた。宮ちゃんに、「食べ過ぎるとお腹がゆるくなるよ…」

と脅かされ、怖々口にしたが大丈夫でした! 苦味のある春の香りをたっぷり満喫した。 

 新潟の隠れた名山を用意してくれた園木さん始め、実行委員メンバーには感謝します。 

 (浅井 祐子) 
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赤雪山・仙人ヶ岳 （620m・663ｍ) 

          (栃木県足利市)                記：千葉 かつ子 

【日 程】2013(平成 25).4.27(土)     

【天 気】晴れ 

【ﾒﾝﾊﾞｰ】Ｌ．千葉、上原、下川、阿部、大畑、山﨑 

【ｺ ｰ ｽ】松原団地5:30＝松田川ダム7:40～展望台駐車場登山口7:55～赤雪山8:50～11:10

仙人ヶ岳 11:45～熊の分岐 12:20～知の岳 12:35～尾根上の分岐 13:40～松田川ダ

ム 14:15 

 赤雪山登山口に車を止め、赤雪沢に沿って登る。お天気が良いのですが風は冷たく、ま 

だ山は冬でした。若芽も出たばかり、これは

ツツジも早かったのかと？桧の樹林をジグザ 

グに登り、尾根に出ると開けた明るい雑木林

に山ツツジが一枝やっと開いたかの様に咲き 

遠くの斜面に山ツツジの咲くのが見られる位

で今日は花はないのか…。赤雪山まで１時間。 

結構な登りでしたが、お天気も良く日溜まり

は汗ばむ位。これからは、冷たい、そして、 

北風に泣かされながら足元に咲くスミレや少

しではありましたが山ツツジに救われながら 

仙人ヶ岳に着きました。 

 今迄静かな山歩きでしたが、頂上にはいく 

つかのパーティの方々が居て、又、同い年頃 

の人達が１９名ですと元気に通り過ぎて行き 

ました。３０分程、日溜まりでお昼を食べて 

下山となりましたが、少し不明瞭な所もある 

ということで地図を見ながら、下川さんと山 

﨑さんに先をお願いして、出だしは少しけっ 

つまきましたが、気を取り直して再出発、熊 

の分岐、石切場、そして知の岳、知の岳から 

は展望も良く、遠くには筑波山や眼下に松田 

川などが望むことができました。ここからは 

踏み後もありましたが、猪の荒らした跡で、道も消えていたりと険しいの一言です。道を 

捜しながらやっとの思いで犬返しまで来ました。 

手前を林道に下りるのですが、ここも馬も帰るだろうという急斜面をイバラの木に気を 

付けながらやっとのことで林道に下山できました。 

露岩のやせ尾根が多く、又、アップダウンの多い山でしたが、地図を頼りに途切れ途切 

れた不明瞭な道を「あーだ、こ～だ」と言いながら楽しく、そして、思いもよらない地図

読み山行、良い勉強ができました。 

皆さん、本当にありがとうございました。そしてお世話様でした。 
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筑波山  （黒澤さんのリハビリ山行最終回）  
記：小野寺 英子・黒澤 登美江・鈴木 里子 

山行日：平成 25 年 4 月 27 日（土）        

参加者：Ｌ小野寺(英)、黒澤、鈴木(里) 

黒さんのリハビリ山行の最後は筑波の女体山と、どう言う訳か決めて居た。 

振り返れば黒さんから、「待ちに待ったお医者さんからの山行許可が出たよ…」と言われ、

そんじゃ早速、次週に山へ行こう…と、1 月 31 日の山行から始った。 

最初の筑波山は念の為、つつじヶ丘コースをゆっくりと登り始めた。 

長年山をやってる黒さんだが、病み上がりゆえにとっても不安そうだった。登って直ぐに

富士山が見えて、「やっぱり山はいいなぁ…」と黒ちゃんが嬉しそうに連発…！！喜んでる

様子にいつ子さんと一緒にこちらも嬉しくなった。その後、両崖山・高尾山・筑波山と、

徐々に難なくクリアして来た。最後の女体山はリハビリを忘れてしっかり楽しみ、本当に

気ままに休憩や花に足を止めて、登って来る若者達に、花の名前や見どころを教えたり（お

節介）とにかく、時間に関係なく、のんびりとした山行でした。 

もう遅いかな？と思った二輪草が沢山咲いてて、以前よりも範囲が広がって嬉しくなった。

そんな状態なもんで、下山したのが 4 時過ぎ！青木屋の風呂は 3 時までと言われ、慌てて

しまった…が、登る前に着替えをフロントに置いて行ったのが良かったかな？ 勿論 3 人

は“入りたい一心”でお願いをして、「今回だけですよ！！」のお叱りを頂戴した…が、ち

ゃっかりとお泊りのお客様と一緒に、あぁぁぁ…いい気分！！  

筑波山はいいなぁ～、 好きだなぁ～、 3 人のつぶやき･･･！！ 

無事、リハビリ山行は終わった。一緒に参加してくださった方々に感謝で～す。 

《黒さんは完全復活です！！》  

数年前、私も手術後のリハビリ山行に、いつ子さんや皆さんが付き合って呉れたのが、

とっても嬉しかった。今度は誰かに少しでもお返しが出来たらいいな…と、思ってたの。 

 

＊ 相変わらずの筑波山詣です。でも我が故郷の山は、季節を問わず何時行ってもいい山
です。今でこそ、老若男女、幼稚園児で賑わっているが、私の青春時代は自転車で麓まで

行き、登った静かな山でした。そして思い出も沢山ある山です。 
今回も三人でそれこそ、のんびりと花を楽しみ、景色を楽しみ、若いカップルと話をした

りして、リハビリ山行も最後かな？と思いながら、女体山をピストンしこれで低山なら復

活出来るかなと、自信が付き何度もリハビリ山行に付き合ってくれた、山友に感謝しつつ、

温泉に入り帰って来ました。                    黒澤  

 

＊ 黒澤さんのリハビリ山行、筑波山に参加させていただきました。リハビリ山行と言っ
ても、すっかり元気な黒澤さんに戻っています。本当に良かった。ヽ(^。^)ノ 

二輪草の花がちょうど見ごろで綺麗だったね。又、花を求めて山に行きましょう。 

運転して下さった小野寺さん、お疲れ様でした。             里子 
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九州百名山五座を巡って 

◆山行日：２０１３年４月２８日～５月４日（７日間） 

◆メンバー：L 山口（裕）、山口（敏） 

◆行程：27 日夜 9 時出発→九重 28 日昼到着（途中九州鳥栖付近で渋滞 2 時間程度ロス） 

28～29 日九重山（法華院温泉テント泊周回）、赤川温泉、岡城跡、泉水群観光後祖母山 

登山口へ 

30 日祖母山（神原ルートピストン）、高千穂で温泉、高千穂峡、神社観光、阿蘇内牧温泉へ 

1 日阿蘇山（大観峰、仙酔峡より阿蘇周回、草千里観光）、四季の森温泉、熊本市街、 

熊本城観光 

2 日開聞岳（深夜 2 時熊本出発、知覧観光、開聞岳ピストン、長崎鼻、砂むし温泉、熊本市街で

城山、照国神社観光、かごっま屋台村で飲食、カプセルホテル泊） 

3 日霧島山（4 時鹿児島出発、韓国岳周回、白鳥温泉、球磨川見学、博多で温泉泊） 

4日伊吹山（深夜 2時博多発、滋賀にて伊吹山登山、関ヶ原古戦場跡観光、自宅へ5日深夜着） 

 

今年のＧＷは当初ギリギリまで仕事が入るか分からない状態でしたが、最終的には９連休

となり、急遽 1 つの目標である百名山登頂でなかなか行くのが大変な九州を全部登ってこ

ようと父を誘いマイカー登山を計画しました。 

 

◆２８～２９日九重連山 記：山口敏雄 

コースタイム：1 日目法華院温泉泊 4 時間 55 分、2 日目 8 時間 

３月末でシルバー人材センターの就業期間を満了し、４月からは山三昧の日々！ゴール

デンウィークには昨年の伯耆大山・四国の名山石鎚山・剣山登山に引き続き、今年は親子

で想定外の九州百名山五山登頂を目指すこととなった。 

４月２７日夜９時草加出発。初めての新東名を快走し東名から山陽道を過ぎ関門海峡を

渡り、九州自動車道を南下して鳥栖 JCT から大分自動車道を走り、九重 IC から久住登山口

の長者原ビジターセンターに着いたのは翌２８日の昼過ぎ

であった。 

昼食を済まし、１時１9 分に重いリュックを背負い雨ヶ

池・坊がつるに向かう。三俣山の山裾を巻きながら登るこ

と１時間で雨ヶ池。気持ちの良い木道を進むとまもなく憧

れの坊がつるが見えて来て、左に平次（いいじ）山・奥に

大船山の大展望に心が躍る。 

坊がつるは幾張りものテントで賑わっている。15 時 12

分にザックをデポして大船山（１７８６M）を目指し、段原
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（だんばる）・避難小屋を過ぎ 16 時 30 分山頂到着。目の下には坊がつる、その向こうに法

華院温泉小屋と大きな三俣山、右にミヤマキリシマで有名な平次岳、左に白口山・稲星山・

九重最高峰の中岳、中岳の奥に久住山・星生山・噴煙を吹き上げている硫黄山と１７００

米の山々の連なる大観に酔い痴れる。残念ながらミヤマキリシマはまだ早く硬いつぼみの

ままであった。名残尽きないままに一気に下山し、坊がつるを過ぎ 18 時 23 分に法華院温

泉テント場に着いた。手続きを済ましテントを張り、早い夕食の後温泉に浸る。朝日スー

パードライのロング缶（400 円）を飲みながら「人みな花に酔うときも残雪恋し山に入り、

涙を流す山男雪解の水に春を知る～、ミヤマキリシマ咲き誇り山くれないに大船の峰を仰

ぎて山男花の情けを知る者ぞ～・・・」思わず歌が浮かぶ至福の一時。 

翌日は法華院温泉から中岳へのダイレクト登山を目指すも、道が荒れていて入山禁止。 

温泉に戻りスガモリ越から三俣山北峰を往復し、火口原の北千里浜を抜け久住別れに着く

と牧ノ戸峠からの登山者が列をなしている。久住山（１７８７M）に登り南登山道分岐に下

り稲星山（１７７４M）に登ると登

山者は数名で、稲星山を下り白口

岳分岐から息子は白口岳をピスト

ン。全山ミヤマキリシマの生い茂

る分岐から最高峰の中岳（１７９

１M）に登り、連山の大光景を堪能

しているうちに息子は追いついて

きた。流石に中岳は登山者で賑わっている。１７８０M の天狗ヶ城から久住別れに下り久

住山避難小屋で昼食。 

昼食後に私は西千里が浜を抜け牧ノ戸峠を目指したが、息子は更に星生山（１７６２M）

を越えて来た。途中の沓掛山（１５０３M）は岩山で渋滞していた。牧ノ戸峠から長者原ビ

ジターセンターへのバスは２時間待たなければならない。息子が６キロを走って車を取り

に行ってきた。九重連山９峰踏破の若いスタミナに感服！。 

 牧ノ戸峠から明日の祖母山に向かう途中、赤川登山道の赤川温泉で珍しい白濁の硫黄冷

泉に入り、竹田市では滝廉太郎の生家・武家屋敷、荒城の月の「岡城址」、湧水等を散策し

た後、祖母山の神原（こうばる）登山口に向かった。 

 

◆３０日祖母山 神原ルートピストン 記：山口裕史 

コースタイム：5 時間 30 分  

九州百名山二座目は阿蘇も考えましたが、熊本で

観光・美食をしたかったのであえて祖母山を先に

しました。 

九州遠征出発時の天気予報の通り早朝は重苦しい

空模様であった。それでも雨粒が落ちてこなかっ

たので、もしかしたら午後まで持つかと思い出発
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する。歩き始めて 30 分。5 合目避難小屋が見えてきた頃、雨音が強くなり本格的に降り始

める。避難小屋に入って雨具を着込むのに丁度良いタイミングだった。 

ここから先は終始雨であるが、新緑が雨に打たれて瑞々しく、樹林帯の香りが一面に広が

る。雨は降っているがそれほど暗いわけでもないので逆に気持ち良いのぼりだかもしれな

い。 

6 合目に差し掛かる頃、思いもしなかったツツジがあちらこちらに咲き乱れ、新緑に赤が

一際映える。更に 7 合目付近ではアカヤシオが見頃でピンク色の花弁が見事。ワイはアカ

ヤシオの淡いピンクが好きなのでついつい足が止まりがちになる。 

雨の勢いは標高を上げると強くなるようだ。どんどんと急でぬかるみ始めた登山道を慎重

に登り山頂に到着。山頂は樹林帯を抜けているため本来であれば傾山など雄大な山々が見

えるはずだったが、一面真っ白で何も見えなかった。それでも三角点にタッチし百名山を

また一座ゲット！そそくさと Q 合目小屋に向かう。九合目避難小屋には管理人がいて声を

かけてくれた。「屋久島は一月に 35 日雨が降るが祖母は 25 日雨が降るんだよ。」･･･なるほ

ど、今日が雨で当たり前と納得。1 つ驚きは小屋になんとスピーカーが設置されており心

地よいミュージックが聞こえる。雨の中の下山でもこういう環境が癒されるわ～。ついつ

い 30 分もゆっくりとしてしまった。 

気を取り直して一気に下山。雨で滑りそうだと思われた登山道も意外に問題なく降りるこ

とが出来た。唯一の雨でだったが、樹林帯をひたすら登る祖母山での雨はある意味幸運だ

ったのかもしれない。下ってみると意外に時間が余ったので、高千穂に行き観光もしてき

ました。高千穂峡は見ごたえあって時間があれば訪れる価値のあるところでした。 

 

◆１日阿蘇山 仙酔峡より周回・阿蘇外周 記：山口裕史 

コースタイム：3 時間 5 分  

前日祖母山から阿蘇山麓に到

着した時には雨が降っていた

のでテント泊は中止。急遽宿

泊先を探しました。翌日は天

候が回復しそうだったので、

どうせなら大観峰で阿蘇の寝釈迦を見ようと内牧温泉のビジネスホテルに宿泊しました。 

早朝 5 時出発時には霧がかかっていて何も見えず。それでも大観峰は霧を抜けて展望が開

けることを期待し出発。大観峰に到着したら期待通り雲海の上に出て素晴らしい景色を堪

能できた。大観峰の雰囲気は北海道の知床付近を思い出す広々とした場所で、阿蘇に登る
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なら絶対見に来て損のない場所、いや見ないと損な場所だと思う。 

目的の阿蘇山は、最初天気が良かったが 20 分もすると中岳方面は雲に覆われてしまった。

それでも噴火口の展望できる場所到着時には、若干標高が低いため視界もあり大迫力の噴

火口を見ることができた。ロープウェイ山頂駅には、登山禁止の看板が立っていたが多数

登っている人もおり、風向きも問題なかったのであえて中岳・高岳と周回。それほど危険

な場所もなく高岳まで行ったが、ガスの中で何も見えないのだけが心残りとなる。 

今回はピークハントと観光が目的でした。ほぼ阿蘇をぐるっと周回して、大観峰、千里ヶ

浜を見学し、郷土料理も食べられて大満足です。いつの日かミヤマキリシマが満開でピン

クに染まった阿蘇山を登りたいと思う山でした。この後宿泊した熊本での熊本城、熊本郷

土料理（馬刺、からしレンコン等･･･）も素晴らしかったです。 

 

◆２日開聞岳 薩摩富士 記：山口裕史 

コースタイム：4 時間 20 分  

早朝知覧で武家屋敷跡を観光し、知覧茶の畑を横を走り見えてきました開聞岳。そのきれ

いな山様は富士山が見えてくるのと同じ感動です。短いコースなので軽身で出発し取り付

きます。 

2 合目登山口より登り始めると標高が低く南端の温帯の地域だけあってシダ植物が密生し

ており、他の九州百名山とは雰囲気が異なる。登山道はとても歩きやすく危険な個所もな

し。展望もないが、5 合目に到着すると樹林帯が切れ展望が開ける（その後しばらく樹林

帯）。 

8 合目付近から岩っぽい登山道になる。梯子や綱などが設置されている箇所も出てくるが、

普通に歩けば危険ではなく、開けてきた展望を楽しむ余裕もある。山頂は想像していたの

と異なり、基本樹林帯の平らな地形で、到着したところが岩稜帯で下まで展望が開けてい

る。たっぷり休憩し下山しようと降り始めたら、ピンクテープが奥へ続いているのを見て、

たどっていった。結構樹林を縫うようにしてついた踏み跡で、あまり踏まれていない。し

ばらく歩くと山頂反対側の長崎鼻が展望できる岩場の上に出てきた。ぐるっと山頂を周回

するルートで地図にはないがコースタ

イムも短いので周回することをお勧め

する。下山後は、長崎鼻の岬から薩摩

富士を眺めた。よく写真に掲載されて

いる景色であるが、海越しに見る山は

なんて素晴らしいんだろう。北海道の
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富士と呼ばれている利尻も早く登ってみたいもの

だ。この後、名物ソーメン流しを食し、指宿の砂

むし温泉でたっぷりと汗を流し、鹿児島市街にむ

かった。城山から見た夕日に映える桜島は美しく、

頑張って来た甲斐があった。また屋台村で飲んだ

芋焼酎も安くて旨い。 

 

◆３日霧島山 えびの高原より韓国岳周回 記：山口敏雄 

コースタイム：5 時間 10 分  

九州百名山も九重山・祖母山・阿蘇山・開聞岳を登り昨夜の鹿児島の「かごんま屋台村」

の焼酎の味を忘れられないままに早朝３時に鹿児島を早立ちし、最後に残る韓国岳を目指

してえびの高原ビジターセンター駐車場に日の出前に到着し車中仮眠。 

駐車場から韓国岳～大浪池経由は約４時間のコースであり歩き足りないので、駐車場から

白鳥山に登り白紫池・六観音御池・不動池の池を巡り、硫黄山を経由して韓国岳に登るこ

ととした。 

６時７分に早朝の鳥のさえずりを聞きながらスッキリとした赤松林の遊歩道を辿り、パノ

ラマ展望台を過ぎ６時４９分白鳥山（１３６３M）山頂。韓国岳を始めとするえびの高原の

大展望を楽しむ。なだらかな山道は素晴らしいハイキングコースである。六観音池湖畔に

は観音堂が祀ってあり、池に映る韓国岳の姿が素晴らしい。不動池に向かう途中トレラン

の若者に会った。素晴らしい環境の中でのランニングは羨ましい限りである。 

不動池のほとりに硫黄山登山口があり、ひと登りで噴火口跡に着く。小休憩の後８時２６

分韓国岳登山口から登山開始。ゆっくり登る沢山の登山者を追い越して８時５２分に五合

目。北には今まで台形の山であった甑岳（こしきたけ）の山頂がまさに丸いこしきのよう

に窪んで火口を見せている。９時１８分には爆裂火口縁最高点の韓国岳山頂（１７００M）

に到着。深さ２００米の火口は吸い込まれるようで不気味である。 

南方の獅子戸岳の先に新燃岳の火口が口を開け、幾筋もの噴煙を揚げている様は異様であ

り噴火のために韓国岳からの縦走

は禁止されている。新燃岳のさき

には高千穂峰が両翼を広げて屹立

しており、実に素晴らしい山岳コ

ースで垂涎の的である。 

 遥か彼方には鹿児島湾の向こう
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に桜島山が噴煙をたなびかせて霞んでおり、すぐ下には神秘的な火口湖の大浪池が口を開

けている。名残尽きない山頂の大観をあとにして大浪池への木道を転げ落ちるように下り、

１０時１５分避難小屋に到着。約１時間でえびの高原キャンプ村手前で霧島スカイライン

に出て１１時３９分駐車場に帰着。 

 山を下りてから白鳥温泉上湯で汗をながしたが、西郷隆盛も癒しに訪れたというゆかり

のある温泉で、地獄という噴気孔から引いた蒸し風呂に入ったあとの、露天風呂からの眺

めは絶景であつた。九重山のキリシマツツジ鑑賞と、高千穂峰への縦走のためにもう一度

来たい山々である。 

 

◆４日伊吹山 予定外の百名山 記：山口裕史 

コースタイム：3 時間 55 分  

九州百名山を登り終えて博多の温泉に半泊後、深夜 2 時に帰路に入った。よくよく考える

と岐阜あたりで結構丁度良い時間になる。それならば伊吹山登ろうと急遽決めた山行です。 

コースタイムが 7 時間 40 分と結構厳しいので、ロープウェイで短縮すれば昼からでも間に

合うとタカを括っていたが、到着すると既に廃止されており歩くこととなって大いに焦っ

た。伊吹山は標高はそれほど高くないが、まだまだ花の季節は先という雰囲気だった。五

合目からは森林限界なのか展望が開け、振り返ると琵琶湖を望む景色が素晴らしい。ハイ

カーが本当に多くて挨拶ラッシュなのが大変だったがあっと言う間に山頂に到着した。 

山頂からの景色がまた素晴らしく、反対側にはドライブウェイを車で登ってきてこの景色

を楽しんでいる観光客も多かった。まー歩いて登ってきたほうが感動も大きいよなーと思

いながら、日本武尊の石像に今回の 6 座登頂無事

成功を祝ってお参りする。下山後、戦国時代の大

きなターニングポイントになった関ヶ原に寄って

岐路についた。 

来年のＧＷ連休が取れれば、大峰山、大台ケ原、

荒島岳、白山あたりの山に登りたい。九州の山に

関しては、ミヤマキリシマが咲き誇る時期に、ピ

ンポイントで由布岳や傾山など他の良い山と一緒

に登れたらと思う。走行距離 3,400 キロ。 

本当に充実した登山旅行となり、一緒に同行して

くれた父親に感謝だ。 



 49 

塩原自然研究路 新湯富士⇔須巻富士 
記：小野寺 博 

日 程：平成 25 年 4 月 28 日(日) 

A グループ：新湯富士から須巻富士（L 芳野、山崎、渋谷、田村） 

B グループ：須巻富士から新湯富士（L 鈴木、前田、小野寺、小倉(会員外)） 

行 程：松原団地 5 時 30 分集合、A グループ芳野車、B グループ鈴木車に分乗、東北道を

那須塩原に向かう、新湯富士からスタートの A グループと塩原温泉ビジターセンターから

スタートの B グループが中間地点の大沼で合流し散策する予定だった。 

ゴールデンウィーク 2 日目の日曜日にも拘らず、車は順調にスタートしたのでした。 

ここで A グループの芳野さんからコースタイムの報告です。 

8：30 大沼園地出発、ヨシ原コースを行く。9：15～9：25 新湯富士分岐、10：10～10：20

新湯富士山頂、11：00～11：10 大沼園地

駐車場。11：30 自然研究路分岐にて B グ

ループを待ち昼食。 

B グループが来ない、電話も通じないの

で心配になる。相談の結果、大沼を周遊

して、車でビジターセンターまで戻る事

にする。 

12：40 ビジターセンターに B グループか

ら連絡が入る。2 時間もアルバイトして

いたらしい。 

13：00 我々A グループは温泉で休養する。 

一方 B グループは、須巻富士の登山口が分からず、ビジターセンターで聞いても要領を

得ず、止む無くビジターセンターの遊歩道を小太郎ヶ渕を目指しスタート。仙人岩吊橋を

渡りその先の車道に出ました。ここから登りのつづら折り車道歩きに成り、直ぐ上を折り

返した道が見えます。そこで真上の道路にショートカットするために B グループのお馬鹿

4 人は斜面をよじ登ったのでした。これが大間違い、小太郎ヶ渕の分岐をショートカット

してしまい、それから 1 時間位八方ヶ原・矢板に向かう車道を分岐を探し歩き続けたので

した。途中すれ違いの車に尋ねて間違いに気付き車道を引き返したが、なんと最初にショ

ートカットしたカーブの先端に小太郎ヶ渕の分岐が有ったではないですか。既に 2 時間ほ

どロスりましたが気を取り直して再出発、小太郎ヶ渕を覘いてから須巻富士分岐点へ、こ

こで昼食にしたが風が強く早々に退却、大沼に向けて歩を早めました。大沼で昼食の続き

を食し、ここでやっと A グループと連絡が取れました。B グループの到着が遅いので心配

して先に車で下った事や、Bグループが乗る予定のAグループの車が無い事を知りました。

その後もマイペースの B グループは、予定どおりに新湯富士に登り新湯温泉神社に下りま

した。芳野さんに迎えに来てもらい無事塩原温泉ビジターセンターに帰り着いたのでした。 

A グループの皆さんご心配をおかけしました、十分に楽しめなかった様でごめんなさい。 

B グループは解散後、福渡の岩の湯に浸かり疲れを癒してから帰路に着きました。 

教訓、急がば回れ。 
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★日  程  平成２５年４月２８日～２９日 

★メンバ－  Ｌ園木、新島、森          （記）園木 
28 日 三ッ岩岳登山口駐車場（9：15）～１５００m 圏（12：20）～１３００m 圏テント場

（12：40） 

29 日 テント場（6：40）～避難小屋（9：10）～三ッ岩岳（10：00～10）～避難小屋三ッ

避難小屋（10～35）～三ッ岩岳登山口駐車場（13：40） 

 計画では窓明山に登り窓明の山頂にテントを張り三ッ岩岳へ周遊する予定でしたが前々

日と前日に降雪があり４～５０ｃｍは積もったようです。三ッ岩岳避難小屋付近でテント

に２日間閉じ込められたパ－ティ－があり県警を呼んでしまったようで私たちの頭上で県

警ヘリにホバ－リングされてしまいました。降雪にホワイトアウトかなり厳しい条件だっ

たのでしょう。会津では地図、磁石を使いこなせる実力が必要です。実感しました。そん

な状況でしたのでの三ッ岩岳の往復に変更しました。三ッ岩岳山頂の３６０度の展望、雪

上初のテント泊、満足して頂けましたか？新島さん、森さんがどんどん技術を習得し逞し

くなっていくのが嬉しいです♪お疲れ様でした。南会津いい山です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三ッ岩岳山頂にて３６０度の大展望 

 

  

  

新島さん森さん楽しそうですね♪ 

窓明山が見える快適なテント場 秋、ここに泊まって窓明山の紅葉を観

に来たいです♪約束させられました。 
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深高山・石尊山(しんこうさん・せきそんさん (506m・486m) 

          (栃木県足利市)                記：山﨑 正夫 

【日 程】2013(平成 25).5.2(木) 

【天 気】晴れ 

【ﾒﾝﾊﾞｰ】Ｌ．山﨑、下川、鎌形 

【ｺ ｰ ｽ】5:45 草加駅＝6:45 館林駅 7:00＝7:17 足利市駅 7:40 生活路線ﾊﾞｽ＝8:40 松田４

丁目ﾊﾞｽ停～9:20 猪子ﾄﾝﾈﾙ登山口～9:40 猪子峠～10:15 深高山～11:05 石尊山～

13:15 石尊不動尊～14:30 小俣駅 14:37＝14:47 足利駅～15:33 足利市駅＝久喜＝

16:57 草加駅 

  

余りにも天候がよい連休。その間の平日なら空いているだろうと、予てから、上原さん 

に良いコースだと教えていただいていた足利市・深高山に行くことにする。上原さん・下 

川さんを誘うも、上原さんは所用があり参加不能。メールにて計画を山の会の皆さんに周 

知。前日に、鎌形さんから携帯メールに参加希望着信。当日、草加駅ホームにて集合。 

館林駅で電車を乗り継ぎ、足利市駅に到着。全線２００円の足利市運営・業者委託の生 

活路線バスに街の見物をしながら１時間

乗り、市街地からかなり離れた松田４丁

目バス停に着く。ここから猪子トンネル

を目指して舗装道路を歩く。トンネルの

横に登山道の案内有り。猪子峠に到着。

ここから４月２７日に歩いた千葉さんリ

ーダーの仙人ヶ岳への分岐がある。気持

ちの良い尾根道を歩き深高山頂に達する。

ここまで誰にも会わず。山頂での写真撮

影も三脚が無く、石とストックで工夫し

て集合写真を撮影する。次の尾根道も気

持ち良く歩く。石尊山頂に着く。山頂か

ら少し下がったところに石尊宮の額が掛

かるお堂がある。この前で昼食を摂る。

ここからは眺めが良く、熊谷国体のドー

ム、スカイツリー、筑波山、浅間山等々

が見える。眼下には、採石跡に造られた

ゴミの最終処分場とその横の空き地を利

用した太陽光発電パネルが並ぶ。露岩が

続く急坂を下りると、石尊不動尊。ここ

から車道歩きとなり、ＪＲ小俣駅に着く。

足利駅で下車し、渡良瀬川を渡り、足利

市駅前で古印最中を購入し帰路に着く。 



 52 

南高尾 泰光寺山 
■ 日  程 Ｈ25.5.4（土）                記：小林いつ子 

■ 場  所 南高尾 大垂水峠から泰光寺山 

■ メンバー Ｌ小林い・小野寺英子・黒澤 

■ 歩  程 6：55 南越―9：15 高尾―タクシーー9：38 大垂水峠登山口 

―10：25 大洞山―11：00 中沢山―12：20 泰光寺山―12：50 三沢峠 

―14：40 高尾山口 

 行き先を泰光寺山に決めたとき、前からしてみたかった西国分寺ホームでのモーニング

カフェを実行した。忙しく動く電車を目の前に優雅にパンとコーヒーで気取ってみた。と

ころが、後が大変！新宿で起きた人身事故の影響で遅れたり、電車が高尾駅のホームに入

れず 20 分くらい線路に立ち往生したり散々だった。やっと着くと、連休の最中ですごい人

出だ。タクシーにはすぐに乗れたので逃げる様に大垂水峠に向かった。 

高尾山と違い一人歩きの方が多く、のんびりと

山歩きを楽しむことが出来た。混雑時に高尾山

では禁止されているトレイルランを楽しんでい

る人達ともすれ違った。 

思いがけず、山つつじの花が満開で大いに楽し

ませてもらった。 

後ろから子供たちの声が聞こえ近づいてきた。 

小学生とその家族３組がハイキングを楽しんで

いた。「良い思い出を作って欲しいな。」なんて

思いながら「さよなら」をした。 

津久井湖を右に眺めながらの道は特に素敵！丹沢の山々を遠くに見ながら歩く。中沢山と

泰光寺山の途中に展望用のデッキがある。私のお勧めポイントである。 

三沢峠は幾つもの別れ道があるので道標を良く見て注意深く進む。とにかく、このコー

スは巻き道も多いので、どっち？？と思うこともしばしば。たいていはすぐに合流する。 

草戸山から高尾山口までは、またまた山つつじが 

多く、下山が惜しくなった。 

14：40 高尾山口へ無事下山。 

英子さん、黒澤さん、ありがとうございました。 

今回も楽しみましたね。又よろしくね。 

 

＊大垂水峠へのアクセスは、バスが少ないので 

高尾からタクシーを使用。 2,700 円位します。 

＊ 逆の歩き方をしてもバスが少ないので結局困ります。バスのコースと時刻表をしっか

り調べて行ってください。 

＊ 温泉は如何！高尾の湯ふろッぴぃ 高尾山口駅前などから無料バスあり。 
＊ 帰りは八王子行きの無料バスもある。ショート 2 時間 800 円なり。 

コ
ン
ピ
ラ
山 
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山行紀行 ～ 春 ～                記：浅井  祐子 

▲ 2013.2.23. 愛鷹山 L.祐子、山﨑、山口と、八並、  

草加 5:30=裾野 IC=P7:50-割石峠 10：50-呼子岳 11:15-30-越前岳 12:40-13:00-P15:10=♨=草加 19：00 

  私もついに勘違いオバさんの部類だろうか…? 静岡の山は暖かいから雪は少ないだろう…？ 

などと、とんでもない思い込みで計画したが、思いがけない雪の多さで割石峠までは倍の 3 時間を 

要した。峠から先も雪の着いたヤセ尾根を慎重に進み、越前岳山頂でようやくほっとする。肝心な

富士山は往路の車中で楽しんだだけで山上では望めず残念。無事下山すれば、雪山へトライの

達成感と安堵で、お湯が身体のすみずみまで浸みわたる。 

▲2013.3.23. 三国山～大洞山往復 Ｌ．祐子 

草加 5:00 = パノラマ台 P7:00 - 三国山 8:30 - 大洞山 ‒ 往復 ‒ Ｐ12:00 

 皮膚炎が未だ完治せず、通い慣れた富士吉田の不動の湯へ。折角なのでその前にひと汗かこう

と三国山辺りをぶらり…。今日もパノラマ台はカメラマンで賑わっているが山へ向かう人影は無く静

か。 

実父の介護も終止符を打ち、今後はやっとみんなと山へ行けるかな…？と思いはせながらの 1

日。 

▲ 2013.4.20. 大小山～大坊山 L.祐子、 

草加 5:30=大山紙神社 P7:00-やまゆり学園 7:25-大小山-番屋 9:30-つつじ山-大坊山 11:30 

 足利百名山の一つで、低山ながらも面白みのある山を見つけた～と一人喜んでいたら結

構皆さん既にご存知の山だそうで…。折角なら縦走しようと終点の神社下に駐車して里を

30 分程歩く。タラの芽を沢山見つけたが、どうも個人所有のようで、必死にその欲望と戦

い横を通り過ぎる。福祉作業所のやまゆり学園の脇から樹林帯を上がればじき大小山へ。 

すると単独の男性から「あれ、浅井さん？」と声を掛けられた。実は先月も急に思い立

ち 1 人で登りに来たのだが、その際に大小山で挨拶を交わし、お喋りをしたのをきっかけ

に、その男性と一緒に歩くことになった。何とまたその男性と偶然にも山頂で再会したの

である。「縁があればまた何処かの山で…」と別れて 1 ヶ月ぶりの再会。まぁ、こんなこと

もあるものなのね～と、互いに驚くやら嬉しいやら…。でその日も折角だからと途中まで

一緒に歩くことになる。館林から来るその男性は、大小山を自分の庭の様にしているよう

で、色々なルートを教えてくれた。 

 花あり岩場あり、縦走気分もたっぷり満喫出来る大小山をすっかり気に入ってしまう。 

下山後は、お風呂に道の駅、佐野ラーメンと気楽な「お一人様」を楽しんだ。 

▲ 2013.5.4 夜～5. 平標山 L.祐子、昭光、 

5/4 草加 15:30 = 猿ヶ京♨ まんてん星の湯 = 平標山登山口 P(仮眠)20：30 

5/5  P5:20 - 平標山 8:30-9:00 - 平標小屋 9:30-10:00 ‒ P 12:00 = 仏岩♨ = 帰路 

 連日好天のＧＷ、残雪の山へいつ行くの～? ｢今でしょ!!｣ とばかりに久しぶりに雪靴を

履く。が痩せたソックスのせいか、歩き方が未だに下手なのか…? 両足かかとに大きな靴

ずれをこさえ、何とも苛酷な山行となってしまった。とても仙の倉まで行けず、平標小屋

経由で下山する。天候は最高だというのに悔しい限り。が、越後白山に続き残雪の山に登

れ取り合えず満足な春山を終える。 



 54 

鹿沼岩山での岩トレ（約３００ｍ） 

 

記：兼堀 恵美子 

 

★日  時・・・２０１３年５月 12 日（日） 

★メンバー・・・Ｌ松浦、ＳＬ石井（美）、浅井（昭）、森、小野寺（英）、山本、小林（い） 

        小野寺（博）、小林（真）、阿部、上原、鎌形、兼堀（善）、兼堀（恵）、 

        山本さんの息子さん       15 名 

         

★コース ・・・（車）  松原団地駅西口   5 時 30 分集合 

            日吉神社 8 時＝鹿沼岩山 ８時 30 分 

            岩トレ 8 時３０分～13 時   松原団地着 15 時    

 

草加山の会へ入ったからこそ体験できる岩トレ・・・ 

いつかはやりたいと思いつつ、なかなか決断できませんでしたが、今回不安ながらやっと 

参加させていただくことにしました。日吉神社に着き２０分位山道を登ったら岩が見えて 

来ました。用具を付け三つの班に分かれて岩トレ開始。先輩達の登りを見ている時は冷静 

でいられましたがイザ自分が登る時になったら、怖くなって手も足もどこへ置いて良いの 

やら心の中ではパニック状態でした。何とか登ったものの降りるのはもっと大変でした。 

何回かやるとだんだん慣れて楽しくなると聞いていたのですが、私の場合は最後までその 

様な気持ちにはなれませんでした。 

リーダーの松浦さんや先輩達に用具から登り方、心構えまでいろいろ教えて頂きました。 

有難うございました。今後の山行に少しでも役立てば良いなと思ってます。 
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記：上原 すみ 

山行実施日：2013/5/18(土)～19(日) 
メ ン バ ー：〈坂戸山〉L 千葉、下川、小宮、大畑、渋谷、大門、上原 
 〈八海山〉染谷、樋口、山口裕、山口敏、鎌形 

毎年のように実施されている天ぷら山行に、今回、初めて参加させていただきました。 

天ぷらの材料となる山菜は、山歩きをしながら自分達で採取して、足りないものは地元で

調達すると言う企画に、一度体験して見たかったのですが、食材になる山菜の 

知識が、皆無に等しい私としては何とも心細い。 

歩程は往復 3 時間程度で、標高は 634ｍ（東京スカイツリー同じ高さ？） 

健脚組とは途中で別れ、山菜組は

新潟県六日町の「しゃくなげオー

トキャンプ場」に到着、身支度を

して 10:00 に登山口に着き早速、

山菜取り開始です。 

リーダーのビニール袋には、次々

と色々な山菜が入れられていく。 

私は、食べる方に回ろうかな～ 。 

高度を上げて行くと、イワカガミ

やカタクリの花が、今年最後の可

憐な姿を見せていた。山頂には

12:00 に着く眺望は最高、周囲の

山々には残雪があり、健脚組の登っている八海山も目前に見える。1 時間程で下山しキャ

ンプ場に戻り、収穫した山菜の仕分け作業にか

かる。天ぷらや、和え物、おひたし等、茹でた

り、切ったりと、私の出番も少しあってホッと

する。 

健脚組も戻ってきて合流、「さぐり温泉健康館」

で汗を流し、待望の天ぷら揚げに 

取り掛かる。リーダーの指示に従い、手際よく

料理が出来上がり、天ぷらは揚がるのが間にあ

わないほど、次々と皆さんの胃袋に吸い込まれ

ていきました。お蕎麦で〆て美味しい 1 日が終わりました。 

≪恐怖のハプニング≫ 
19 日・高倉山での出来事です。360 度の眺望を満喫して、下山の 8 合目を過ぎた所で滑落、
何があったのか解らず、止まった時は 10ｍ位落ちていたとか。幸い大きな怪我はなかった
のですが、皆様には大変ご心配、ご迷惑をお掛けしてしまいました。 
申し訳ありませんでした。肉体の衰え、注意力の欠如と、深く反省しております。 
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初天ぷら山行（八海山、高倉山） 
記：山口裕史 

◆山行日：2013 年 05 月 18 日(土) ～ 2013 年 05 月 19 日(日) 

◆メンバー：L 千葉、染谷、渋谷、大畑、小宮、下川、上原、山口（敏）、山口（裕）、大

門、樋口  

◆コースタイム： 

1 日目 八海山：5 時間 30 分（休憩含む） 

八海山山頂駅 8:45→10:00 女人堂（六合目）10:15→薬師岳 11:05→11:15 千本槍小屋（昼

食）→12:20 不動岳 12:30→12:35 地蔵岳→12:50 千本槍小屋→13:10 薬師岳→13:30 女人堂

（六合目）→14:15 八海山山頂駅 14:40 で下山 

2 日目 高倉山：4 時間 50 分（休憩含む） 

駐車スペース 7:20→五合目 8:20→八合目 9:25→9:50高倉山頂（休憩）10:15→五合目 11:25

→駐車スペース 12:10 

 

 入会当初から千葉さんの天ぷら山行には憧れていましたが、もっと歩ける山に登りたいと

いう思いからなかなか参加できませんでした。今回、千葉リーダーからのお許しが出て別

行動が許されたので、喜び勇んで八海山を計画しました。 

八海山は初めてですが、上州武尊から見て中ノ岳などの山々と共に行きたい山の一つ。今

回は残雪期であるので峻険な八峰全てを登るのが目的ではなく、残雪の山を楽しみたいの

と、どんな山容かを味わいたい・次回訪れる時の参考にと思い計画しました。 

ロープウェイからは女人堂近くまで穏やかな陵線歩き。展望が素晴らしく、これだけでも

十分満足のいく山だ。女人堂の避難小屋は、清潔なバイオトイレで部屋はキレイで良い避

難小屋だった。久しぶりの山行で調子の出ない樋口さんは、これ以上登らないとのことで

4 人で薬師岳へ向かった。 

女人堂からは結構急登で本来であれば鎖場ではないかと思うが、残雪期は直登できコース

タイム的に早い。特に下山は尻セードも出来るほどでアッと言う間だった。 

薬師岳に到着すると、正面の

八海山八峰。左には魚沼駒ケ

岳、中ノ岳、右には巻機山・・・

ずっと居たくなる素晴らしい

展望だ。特にこの時期は雪と

新緑のミックスした山様で立

体感がありキレイだ。薬師岳

から 10m 位垂壁に近い斜面が

あるが、幸い右側の雪が解け

て木が見えていたので摑まり

ながら下れた。 

小屋からは八峰どうしようかと思ったが、とりあえず無理はせずに登ってみた。多分鎖場

になっているだろう斜面は所々雪に覆われ急斜面が続く。慎重にステップを切りながら登

ると鎖場という感じ。アイゼン装着しながらは結構登りにくかった。 
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二峰の不動岳に到着して先を見るとやはり雪がついているので今回はここまで。同行して

くださったメンバーが皆さん快い方でしたので、不動岳まで行けました。ありがとうござ

います。次回は、夏・秋に八峰縦走しよう、そして現在は通行禁止になっているが中ノ岳

までも歩いてみたいと思った山行でした。 

さて、下山後は主テーマであるバンガロ

ーでの美味しい山菜料理。女性陣がテキ

パキと料理してくださってテーブルの上

はあっと言う間に美味しい料理で埋め尽

くされた。そして銘酒八海山。今年は山

菜山行がなかったので春の香りを満喫し

ながら、美味しくいただき美酒を傾けて

いた。酸味が物珍しいスカンポな

るものは初めて食すがなかなかイ

ケる。 

あっと言う間に時は流れ、ついつ

い食べすぎ飲み過ぎ、その結果悪

酔いし、皆さんに迷惑をかけてし

まいました、反省です。 

2 日目絶不調での山歩き。コース

タイムとしては楽なのだが、山頂までずっと急な直登道のため、かなり足取りは重い。グ

ループは分かれ登山組みは 6 名。山頂直下までの樹林帯の急登は辟易したが、8 合目を過

ぎて視界開けてくると、眼下に三国ダム、新緑と残雪の景色、遠望できる山はどれも一級

品だった。高倉山標高はそれほど高くな

いが素晴らしい山。 

下山ではメンバーが 20m 近く滑落し危う

く大事故になる可能性もあったが、細枝

がクッション代わりになって衝撃から守

ってくれたようだ。大きな怪我に綱がら

なくて本当に良かった。急斜面での下山

は、皆さま慎重を期し、滑ったり、躓く

ことを想定しながら歩きましょう。 

千葉リーダーをはじめ参加された皆さま

本当にありがとうございました。 
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鳥海山（山スキー）（2,236m） 
記：森 律子 

山行実施日 2013 年 5 月 18 日(夜)～5 月 20 日 

メンバー  L.園木、園木友人、森(敬称略) 

コース   5 月 19 日 23：00 越谷→6：56 祓川登山口→13：30 七高山→15：00 唐獅子避

難小屋 

5 月 20 日 8：30 唐獅子避難小屋→11：00 鳥海山山頂→14：00 祓川登山口 

 

 鳥海山での山スキーはすそ野が広くて初心者でも楽しめるという事で、7 時間かかって

祓川登山口まで行きました。 

すでに駐車場ではスキーヤーが沢山来

ていてセットを始めています、私たち

も板にシールを付けて歩き出しました。

なだらかな傾斜を気持ちよく歩きなが

ら空を見るとお日様に虹のリングがか

かってその周りにもう一つ虹が見えま

した 

不思議な形の雲が沢山見られ、いい

天気の中気持ちよく七高山まで登りま

した山頂付近から強風が吹きだしたの

で、唐獅子避難小屋までの斜面を、雪の割れ目に注意しながら滑り下ります。まだ、急斜

面を滑走するのは不安なので、行ける所まで歩いて下り避難小屋へ、今年は雪が深く小屋

の 2 階の窓から入り初めて、避難小屋で過ごしました。 

翌日は薄曇りでしたが風が弱く唐獅

子避難小屋からスキー板を背負い急登

を 2 時間ほど登り荷物をデポして、山

頂を目指しました。風も強くなってき

たのでデポした場所まで戻りシールを

はずして、滑り下りました。スキー板

が外れてなかなかセット出来なかった

り、途中大きな雪の割れ目に吸い込ま

れるように落っこちたり、しましたが、

長い距離を始めて滑る事が出来ました。

帰りは道の駅「東由利」でお風呂に入

って元祖十文字ラーメンを食べて長い

道のりを帰りました。山スキー3 回目ですが、少しだけ思うように滑走できるようになっ

たので、安全には十分注意して、来シーズンも楽しみたいと思います。 
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４０周年記念・多摩川水源界 No.9「大菩薩峠(1900m)～大マテイ山」 

記：井口 宮子 

【期 日】平成 25.5.19(日) 

【ﾒﾝﾊﾞｰ】L.井口、平野、兼堀(恵)、新島、鈴木(廣) 

【ｺ ｰ ｽ】草加駅 5:16＝南越谷駅 5:31＝西国分寺駅 6:18＝塩山駅 8:12－福ちゃん荘 9:10 

…大菩薩峠10:10…石丸峠10:35…榧の尾山12:10～12:40…大ダワ14:00…大マテ

イ山14:20…山沢への分岐14:35…林道15:50…小菅ノ湯16:25～17:23－奥多摩駅

18:31＝青梅駅 19:20＝南越谷駅 21:00＝草加駅 

 多摩川水源界の山々のピークを結ぶ線を外さず踏破する、１２コースリレー山行「Ｎｏ

９」を緑豊かな中に大好きなミツバツツジも見られるこの季節に計画した。ルールとして

２名以上で歩くこと……心配無用。やる気満々のメンバーが集まり、晴天にも恵まれて、

最高のスタートになった。 

 おでかけパスを利用し塩山駅で４８０円精算、タクシーで標高約１７００ｍの福ちゃん

荘まで入り、約３０分間、時間の節約ができた。下山後の温泉等々も楽しみでもある。さ

て、いよいよ出発して間もなく富士見山荘の横から青空をバックに美しい富士山が見え

た！気分良好。しかしそこから大菩薩峠までの長い登りでは足が重たかった。木立の間か

ら時折南アルプスを見ながら、ゆっくる歩を進め、大菩薩峠に到着した。リレーポイント

で新島さんのカメラで、居合わせて人に写真をお願いし、ハイチーズ！！暫し展望を楽し

み出発した。熊沢山の樹林帯を登っていくとウメバチソウに似た小さな花が沢山咲いてい

たヶ、歩いているのは私達だけ。 

石丸峠に下る斜面から再び富士山がより近く美しい。石丸峠から東にわずかで小金沢山へ

の道と別れ、牛の寝通りは左へ進み、鳥のさえずりを聞きながら広葉樹林の森林浴が楽し

めた。そろそろお腹がすいたネ…。榧の尾山は草や樹林が刈り払われ開けて山頂に三角点

があった。ランチは木陰の倒木をベンチ代わりにして、恰度人分あったのもラッキーかな？ 

後方でかすかな音がして振り返ると牛の寝通りで初の登山者(自転車)３名がシューと通り

過ぎて行った。“コンニチワ”を言う隙もなかった。 

いよいよ大ダワの分岐(2013 年地図には棚倉小屋跡)で、メンバーと相談、大マテイ山を踏

み、「Ｎｏ１０」のコースに繋げるべく、山沢入りのヌタ(2005 年地図には表示無し)から、

北へ下りコースを小菅へ向かった。鬱蒼とした道を山沢川に平行する林道へと、ぐんぐん

高度を下げて進む。５月というのに道には落ち葉が積もりゴロゴロ石とで歩きにくかった。

新しい地図に表示されているとおり、とちの木の巨木が２本、道ばたにどっしりと待ち構

えていた。 

 長い下りが続き、足やヒザが疲れ始めた頃、檜の林になり、沢の音が耳に入ってきた。

その沢の所々に太い丸太を組んだ真新しい橋が架けられていてクツ音がコトンコトンと心

地良かったのは？楽しみな小菅の湯が近づいたからだったのかもしれない。何と、空から

は、雨がポツポツ降り出してきた。 

最終バスまでの短い時間、温泉で疲れを取り、缶ビールで乾杯！！ 

貸し切り状態のバスに乗り、奥多摩～草加に全員無事到着。 

メンバーの皆さん、楽しい１日をありがとうございます。 
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４０周年記念・多摩川水源界 No.4  蕎麦粒山（１４７２ｍ） 
                                    記：池本 均 
日    程：５月２６日（日）   天候：曇り時々晴れ 

メンバー：L 池本、小林いつ子、尾崎、新島、小林真一、鎌形 

コースタイム：南越谷 5:31－西国分寺 6:23－立川 6:39－川井駅 7:34  バス 7:41－上日向

バス停 7:51～奥茶屋 8:25～獅子口小屋跡 10:58～踊平 11:27～日向沢の峰

12:02～12:25～蕎麦粒山 13:05～一杯水避難小屋 14:20～14:30～東日原バ

ス停 16:00～16:17－奥多摩駅 16:45－立川―西国分寺―南越谷 18:58 

 

草加山の会より、多摩川水源界を探索せよとの、ミッションを受け、川井駅を出発。こ 

のミッションは、インポッシブルでないので、トム･クルーズのようなイケメンではなく、

むさくるしいおやじ２名が、男性隊員。その代わり、女性隊員は、アンジェリーナ、ジョ

リィ、スカーレット、ヨハンセン、二コール、キッドマン、キャメロン、ディアスのよう

な美女４名が、選抜された。  

１時間の退屈な林道歩きの後、大丹波川の谷に下り、幾度か、沢を渡り返し、整った渓 

相を楽しみながら、遡る。やがて、水量も減って、源流が近くなり、ワサビ田が現れ、獅

子口小屋跡に出る。ここから、沢と別れて、急登を踊平へ。一休みの後、さらに、きつい

登りでひと汗かいて、日向沢の峰南峰。ここで、昼食。北峰から、長沢は背稜に入り、防

火線に沿う、雑木林の明るいプロムナ―ドを蕎麦粒山へ。山頂は、あまり広くなく、大勢

の人がいた。 

、 

一杯水避難小屋で、休憩して、滝入りの峰をまいて、横スズ尾根の急登を一気に、下り 

東日原バス停へ。これにて、任務終了。無線連絡で、旭町の秘密基地の石井文子会員へ、

ミッション完了を、報告。傍にいた美樹会長も喜んでおられた。最後に、南越谷の日高屋

で、探索隊解隊式を行う。 

このコースは、大きな保水力を持った森林と、その水が川となって流れ出る渓谷の美が、 

魅力だった。 
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大菩薩嶺 公開バスハイク下見報告 
                                                          記：浅井  祐子 

山行日：平成 25.5.26 (日) 

ﾒ ﾝ ﾊﾞｰ:Ｌ．浅井ゆ、樋口、大竹(一)、小野寺(博)、阿部 

ｺｰｽﾀｲﾑ:草加 = 中央道 = 談合坂 SA(トイレ休憩)  = 勝沼 IC = 上日川峠(P) ＊トイレあり  

   8:00 着＝8:10 出‒ 0.25 ‒ 福ちゃん荘 ‒ 1.00 (唐松尾根)‒  雷岩 ‒ 0.10 ‒ 大菩薩嶺 

‒ 0.10 雷岩‒ 0.45 ‒ 大菩薩峠(介山荘/トイレ有) ‒ 0.40 福ちゃん荘 -0.20- 上日川

峠(P) 

＊下見は大菩薩峠より石丸峠経由で下山しました。 小屋平着 12:40 

【下見結果メモ】 

＊晴天時 : 大菩薩嶺ハイク～天目山温泉 (駐車場は臨時 P を使用。上日川峠迄 15 分) 

＊小雨時 : 竜門峡遊歩道散策 (約 1 時間) とフルーツ公園内ぷくぷく温泉入浴 

＊雨天時 : 大日影トンネル遊歩道散策(約 45 分)とぷくぷく温泉 とワイン工場見学？ 

 

＊下見費用 : ￥16,000 (浅井立替中、後日精算) 

＊コース問題無し。竜門峡も小雨程度なら傘で OK 

＊往路、復路とも、高速渋滞時の車内での 歌、ゲームなどの準備が必要。 

＊下見箇所＝竜門峡遊歩道、天目山温泉(一応予約済み), 大日影トンネル、ぷくぷく温泉、 
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   ３～５月の山行から 

 
 
 

 

編 集 後 記 
 
忙しい日常生活の中、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。 

昨年に続いて２度目の編集委員。使いづらい「ｗｏｒｄ」にも少しは慣れた気もしますが、編集の

最後はバタバタするのは変わりません。反省しきりです。 

 

本年は 222 号＝三浦、223 号＝小野寺(博)、224 号＝兼堀(恵)の各会員が編集を担当します。 

今後も皆様の御協力をお願い申し上げます。 

       山﨑 正夫（山歩人） 
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