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コール
記

浅井

昭光

何十年ぶりかで「コール」の依頼が来た。創立 40 周年の前夜祭のつもりで、会員ナン
バー１番から始めたなと感じ、さて何を書くかな？
1975 年 10 月の尾瀬バスハイクをきっかけに入会して、私も 38 年が経とうとしている。
初めは、若さと馬鹿さにものを言わせ、誘われれば「ハイ、行きます!」残雪の中を肩に食
い込むザックの痛さに耐え、足が上がらなくなって留まってしまった事もある。
そんな時は必ず思う「山は、もうや～めた」と。しかし、帰りの車中で次の山の話が出る
と、「ハイ！行きます。連れて行って下さい。」馬鹿だね～！本当に馬鹿なやつだ、俺は!!
「継続は力なり！」人が努力してやる事に、無駄なものは一つもない。いつか小さな実
を付けて、また継続されていくのかもしれません。
私も今年還暦を迎え、又一つ山を越えることが出来た気がします。
まだまだ、「草加山の会の還暦」まで、楽しく、和やかにみんなと登りましょう!!
「山の連中は、みんなあほやね～ん!」

尾瀬沼尻より「ヒウチヶ岳」
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平成２５(2013)年６月～８月山行実績
山
行

日

程

山 岳 名

リーダー

個

6/1

個

6/1～2

リ

6/2

個

6/5～6

会

6/9

個

6/9

玉原高原
浅井(祐)
加葉山
会津駒ヶ岳
園木
(ｽｷｰ)
松浦
日和田山
(岩トレ)
甲武信岳
八並
多摩川水源
界 NO.1
石井(文)
青梅丘陵
天城山
樋口

個

6/15～16

燧ヶ岳

個

6/22～23

会

6/23

個

6/23

焼石岳
園木
多摩川水源
界 NO.2
大竹(一)
高水三山
鷹巣山
池本

個

6/29

唐松山

浅井(祐)

会

6/29～30

北岳

園木

個

7/4～7

大雪山

石井(美)

個

7/7

森

個

7/9

個

7/16～19

個

7/19～20

リ

7/20

平野

参

リーダー部・機関紙部

加

者

山本、小野寺(英)、松田、小林(い)、下川、
兼堀(善)、兼堀(恵)、八並、森
会員外 1
小野寺(英)、牛山、平野、森、長田、大門、
鎌形、山口(裕)、小林(真)
新島、関口、大門
石井(美)、浅井(祐)、千葉、上原、杉山、
小野寺(英)、黒澤、尾崎、山本、阿部、
兼堀(善)、澁谷、畑野
浅井(祐)、浅井(昭)、新島、加藤、杉山、
兼堀(善)、兼堀(恵)、八並、大木、下川
井口、新島、小野寺(英)
大竹(理)、兼堀(善)、兼堀(恵)、鎌形、
芳野、橘、八並、小野寺(博)、上原
小林(い)
松田、下川、小野寺(英)、鎌形
山口(裕)、井口、平野、八並、関口、尾崎、
大門、新島、森
石井(文)、山口(敏)、山﨑

個

7/20

男体山
鶏頂山
(高原山)
荒島岳・
白山
常念岳・
大天井岳
西丹沢・
同角沢
美ヶ原

個

7/21

三ツ峠山

池本

個

7/27

浅井(祐)

浅井(昭)

個

7/27～28

園木

新島、森、井口

個

7/28

小野寺(博)

兼堀(善)、兼堀(恵)、大竹(一)

会

8/1～5

鎌形

大門、山口(敏)

個

8/4

鈴木(廣)

山﨑、加藤、新島、小林(真)

会

8/8～11

神山(箱根)
能郷白山・
伊吹山
会津駒ヶ岳
槍ヶ岳～前
穂高岳
草津白根山
立山･剣岳･
奥大日岳

山口(裕)

三浦、山口(敏)

小野寺(英)

山本、千葉、大畑、阿部

小野寺(英)

山本、千葉、大畑

大竹(一)
松浦

石井(美)、森、沼田、山口(裕)

浅井(祐)

松田、小林(い)、関口、阿部、山﨑
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園木

森、大門、新島

石井(美)

池本、鈴木(勝)、橘

8/10～11

聖岳～
赤石岳
荒川岳～
赤石岳
谷川岳

浅井(祐)

浅井(昭)、小野寺(英)、阿部

個

8/16

日光・高山

山﨑

下川

個

8/16

男体山

小野寺(英)

山本、八並、張替、小林(い)

個

8/16

松井

会

8/16～18

会

8/25～30

会員外１
大竹(一)、芳野、新島、石井(文)、杉山、
浅井(祐)、浅井(昭)、牛山、森、鎌形
木原、小野寺(英)、八並、鎌形、大門、
山﨑、下川

個

8/31

武尊山
甲 斐 駒 ヶ
岳・仙丈岳
北アルプス
裏銀座
甘利山～
千頭星山

会

8/8～12

会

8/9～12

個

兼堀(善)
小林(い)
浅井(祐)
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心 に 残 る 山 行

北海道花の大雪山からトムラウシ山
記：黒澤

登美江

今から２２年前頼もしい男性石井さん、照井さんと女性４人のメンバーで行きました。
その頃は女性は家計の事もあり、毎月積み立てをして、一年半かけてやっと念願の山行が
実現しました。
４日間は山の中、五日目は温泉と観光でした。わくわくと胸が躍る気分と初めての長い
縦走で不安の気持ちもイッパイでした。
でも初日からの花、花、花でウキウキで綺麗ね、素敵ねと連発で、重い荷物の男性から
頼むから止まらないで、と言われる始末でした。
夜空には満点の星、天の川までくっきり見え、テントもいいなあと思った。
旭岳～北海山～白雲岳～忠別岳～トムラウシ岳と分け入っても、分け入っても花の山でお
花摘みもできず困った思い出です。
あれから多くの山を登ったけどあれ程の花の山には、出会えなかった。
遠い昔になったけど目に焼き付いています。
あの時の仲間ももう山の会を去り、石井さんと私だけになってしまったが、長い縦走を
終え天人峡温泉に着いたときは、花と天気に恵まれ、よく歩けたとの思いからみんなで涙
の万歳をしたのが忘れられないです。
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唐

沢

山

242m

(栃木県佐野市)
記：牛山
【期

信康

日】平成２５(2013).３.２４(日)

【メンバー】L. 牛山、兼堀(善)、兼堀(恵)、芳野、阿部、山﨑、松浦、小野寺(英)、関口、
八並、上原、杉山、千葉、澁谷、鎌形、黒江
【コ ー ス】草加駅 6：13 発→東武線急行太田行→館林 7：13 着下車《乗換え》館林
7：15 発→東武佐野線→多田駅 7：46 着下車。料金片道 860 円。
8：00 駅前を出発→カタクリの群生地→途中石垣をあり→山頂 10：15 着休憩、
→唐沢山神社:下山開始 11：20→堀米駅周辺でランチタイム（佐野ラーメン）
12：40→堀米駅 14：11 発→草加駅 16：07 着
○佐野市観光ボランティアガイドの金子さんと早朝に多田駅で合流しました。その後、カ
タクリ群生地へ案内していただきました。荒れ果てていた群生地を丹精込めて手入れし
て今の状態にしたそうで、我々が到着した時はカタクリの花が咲き誇ってとてもきれい
でした。その後、山頂目指しました。
○栃木県佐野市に位置する唐沢山は標高 242ｍの低山ですが、南側は遮るものが無く関東
平野の眺望に優れています。しかし当日は曇り空で眺望はあまり良くありませんでした。
藤原秀郷が築いた唐沢山城跡を巡るハイキングで、当時の石垣の跡を見る事が出来まし
た。その後、唐沢山神社で拝礼いたしました。
○ 下山して佐野市堀米駅近くで、有名な佐野ラーメンを食べました。遅い昼食でしたの
でくつろいでお腹もいっぱいになりました。

カタクリの群
唐

唐沢山神社
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ばん じ ろ う

ばんざぶろう

天城山（万二郎岳・万三郎岳）
記：三浦 藤博
◆山行日： 2013 年 5 月 12 日（日）
◆メンバー：L 三浦、山口（敏）、山口（裕）（敬称略）
◆コース：自宅 4:00→6:30 天城高原駐車場 7:00→四辻 7:15→万二郎岳 8:05→石楠立
（ハナタテ）→9:25 万三郎岳 9:45→涸沢分岐点 10:10→四辻 11:15→天城高原駐車場 11:35
→ベコニアガーデン→伊豆長岡→沼津港→自宅 20:30
例年、5 月下旬頃が見ごろのアマギシャクナゲを見るために計画を立てました。今年は、
桜が早く開花したので少し早めに設定。5 月の土日・休日は 88 台収容する無料駐車場が 9
時頃には満車になるという情報を入手したため、朝早く出発しました。
ところが、前日夜から日の出までの雨のため、駐車場には 2～3 台の車だけ。駐車場入
り口からすぐに樹林に入り、緩やかな起伏の道を歩いていくと、万二郎登山口の四辻分岐
に着きます。そこから本格的な登りに入ります。咲き遅れたミツバツツジを見ながら、万
次郎岳を目指し登っていきます。山頂は樹林に囲まれ展望はありませんでしたが、白いア
セビの花が満開でした。
山頂から少し下がった展望ポイントの岩場からは、ガスのため万三郎岳と富士山が見え
ませんでした。鞍部まで下り、登り返すと馬の背の尾根となり、アセビのトンネルが続き
ます。石楠立（ハナタテ）と呼ぶ地点を過ぎたところから、お目当てのシャクナゲ群生地
に入ります。残念ながら、シャクナゲは一部咲き始めたばかり。登山道の両脇、頭上に咲
き乱れるシャクナゲを想像しながら山頂直下の急坂を登り、小広場になった万三郎岳山頂
に到着。ここも樹林帯で展望はありませんでしたが、マメ桜が満開でした。
下山は、山頂北側からのシャクナゲコースを降りることにしました。数百段続く階段状
の急な坂を下り、涸沢分岐点とヒメラシャ群生地を抜け、往路で通った四辻分岐を経由し
て駐車場に戻りました。
帰りは、長岡温泉の「弘法の湯」で汗を流し、沼津港により新鮮な生シラスと桜海老を
食べました。
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迦葉山（かしょうさん）・尼ヶ禿山
（１３２２ｍ）

（１４６６ｍ）
記：兼堀

★日

程

★メンバー

善和

平成２５年６月１日
Ｌ浅井（祐）、小林（い）、松田、山本、小野寺（英）、森、下川、八並、兼堀
（恵）、兼堀（善）

★コース

草加 5:30 ―迦葉山Ｐ７：55－迦葉山山頂９：50－10：00 Ｐ 10:45－
玉原高原Ｐ11:10－尼ヶ禿山山頂 12:20－12:50－Ｐ14:10－草加 17:40

痛風の発作がおきて２週間山にも行けずムズムズしていたら、祐子さんから山行計画頂
きすぐにお願いして行くことにした。
新緑の清々しいハイキングを期待して行ったが、尼ヶ禿山だけだと時間が余るのでもう
一つ迦葉山を加えることにしいざ出発。その迦葉山は恐るべしチムニー状岩場でかなりの
角度があり怖い、行くか巻き道を行くか迷いに迷って行くことにした。先週の岩トレの効
果があったのか何とか登ることができた。
迦葉山山頂で巻き道ルートの３名と合流し、尼ヶ禿山へ縦走希望の４名と別れ車で尼ヶ
禿山へ向かった。山道ブナ林の緑が気持ちよく清々しい山行であった。
祐子リーダー有難うございました・・・。
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★日

程

平成２５年６ 月１日～２日

★メンバ－
Ｌ園木、ほか１名
（記）園木
１日 会津駒ヶ岳登山口駐車場～駒の小屋～会津駒ヶ岳 往復
２日

駒の小屋～会津駒ヶ岳

往復

～会津駒ヶ岳登山口駐車場

コ－スタイム記載なし

半年前から何気なく始めたインタ－ネットの『ヤマレコ』なる山好きの共有ページ。初
めての頃はまったく自分のペ－ジにはアクセスは無かったのですが徐々に沢山のアクセス
そして沢山のメ－ルが老若男女の方から届くようになりました。
駄々駄々驚くばかり、そんなやり取りを続けると気がつけば自分の周りには嗜好が同じ
人ばかりに、そんなこともあり初めて同行することに。なぜか初対面の気がしなく楽しい
２日間でした。この歳になって山友がどんどん増え嬉しい限りです。
きっと今の繋がりはこの様なのかも知れない。大学の時は下山前夜みんなで山の歌を歌
った日が懐かしい。
但し、同行する以上はお互い山岳保険のことや細かい事は事前に打ち合わせ済です。

大好きな南会津の山々
左、会津丸山岳、右、窓明山

自分より若いのにオッサンです。ごめんフレさ
ん見てないからいいか
駒の小屋名物女将さんは素敵な方です。
8

日和田山・岩トレ
記：平野 祥子

＊日

時

＊メンバー

2013. 06 02
L 松浦、山口（裕）、長田、小林（真）、牛山
小野寺（英）、大門、森、鎌形、平野

少し雨を心配しながら・・・当日を迎えた。
松原を 5：30 出発。 渋滞もなく順調に日和田山の登山口に着く。駐車場で車を降りるとヘ
ルメットなどをわたされた。あなたを守る大切な物と言われたようで緊張する。
3 年程前に日和田山山行と日和田山・岩トレが同じ日に行われた時、途中で練習を上か
らのぞいたことがあったが、こんな急な山を行く事はない。そこまでして行かないなぁと
思っていたのに、４０周年記念登山の剱岳山行を迷っている所に英子さんから声をかけて
もらい「はい」と答えていた。「だったら岩トレ参加ね～」することになった！
岩場に到着すると、岩場には何本ものザイルが並んでいて、仲間に声をかけながら練習
を始めているグループでいっぱいでした。
初めてのヘルメットと安全バンドの装着の仕方を教わりながら、なんとか身につける事
ができました。安全に確保するためには大事なものなので間違えないようにと、再び緊張
が走る。
２班に分かれ岩トレ開始。岩場の前に立って仲間の登る
のを見る。 最初は松浦さんから渡されたザイルを安全カ
ラビナにかけるのにも手惑う。慎重に足を運び上に上が
っていく。緊張していた私だったのに、松浦さんに教え
ていただきながら 1 本終わったらなんだかワクワクして
きました。
足と手の置き場を探しながらひとつひとつ登って行け
るのが楽しく！

怖いと感じなかったです。もちろんザ

イルで確保してくれている安心感もありました。
思いもかけず岩トレを経験して、楽しさの入口に立た
せて頂いた事に感謝です。英子さん、一日お付き合いい
ただきありがとうございました！！

松浦さん、私たち

初心者の安全確保のザイルと、ご指導ありがとうござい
ました。
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甲武信岳

（２４６８M）
記：八並

■

日程：2013 年６月 5 日～６月６日

■

メンバー：L 八並、関口、大門、新島

■

コースタイム
(１日目)

絹代

南越谷 6:27⇒南浦和 6:39/6:45⇒大宮 6:56⇒大宮 7:18(あさま 503 号)⇒

佐 久 平 8:21/8:30 ⇒ 信 濃 川 上 9:44 ⇒ （ ﾀ ｸ ｼ ｰ ） 毛 木 平 10:20/10:40----十 文 字 小 屋 12:40/13:40---武 信 白 岩 山 15:05----三 宝 山 17:10----甲 武 信 岳 頂 上
18:00-----甲武信小屋（泊）18:20
(2 日目)

甲武信小屋 6:00----木賊山 6:15----1869m の分岐 8:15----西沢渓谷入り口

10:00/10:15---渓谷めぐり---渓谷入り口 13:00⇒（ﾀｸｼｰ）⇒塩山駅⇒（特急かいじ）
⇒立川駅⇒草加へ
毛木平につくやいなや、黒雲がひろがり一時、雨が降り１５分程雨宿りをしてから出発
した。
（毛木平はベニバナイチヤクソウの群落が見事真っ赤に咲いており、車窓から眺めた
だけで時間がなくゆっくり見ることができなく残念でした。）
沢沿いの道をしばらく登りそのうち八丁坂の急登が続き、やっとの思いで十文字小屋に
到着と同時にまたどしゃ降り。下界があまりに暑いせいか大気が不安定で山の天気は悪く、
あまりに大きな音なのでよく見ると、雹が降ってあちこち積もっておりびっくり。一時間
あまり十文字小屋でやむのを待って小雨の中を出かけた。
小屋周辺はしゃくなげが満開で丁度見頃、雨に濡れた花もみずみずしく趣があった。
小屋周辺はツアー客が多いが、縦走路は時間が遅いこともあり誰もいなく、NHK の百名山
の取材班とだけ途中一緒になりインタビューされた。来年放映されるとのこと。
ただひたすら歩きやっとの思いで甲武信岳山頂に到着。雨もやみ、頂上から夕暮れの奥
秩父の山並みのすばらしかったこと。小屋に着いた時は遅いせいか、他の登山客はすでに
夕食は終わっていた。翌日は天気もよく徳ちゃん新道を下り、まだまだ余力もあることか
ら西沢渓谷巡りを楽しんで帰路についた。
今回の山行は、しゃくなげが満開の頃に一度十文字小屋へ行きたいと思い、やっと願い
が叶った。小海線の便数が少なく登山口到着が遅いうえに、初日の歩程６時間３０分は長
く大丈夫かしらと不安があったが無事終えほっとした。
---
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青梅丘陵・雷電山
（４０周年記念・多摩川水限界 NO.１）
記：畑野
◆日

仁美

時：2013 年 6 月 9 日（日）

◆山行者：L 石井文・石井美・浅井祐・千葉・上原・杉山・小野寺英・尾崎・山本・阿部
兼堀善・黒澤・渋谷・畑野

他 14 名

◆コース：青梅駅 8:00～矢倉台 9:20～三方山～名郷峠～辛垣城址～雷電山 12:25～榎木峠
～軍畑駅 13:25
始まりました４０周年記念山行、私たちは多摩川水限界 NO.１です。
空梅雨で心配ですが、やっぱり山歩きはお天気がいい。この日もとてもいい天気でした。
しばらくアスファルトの道を緩やかに登って行く、ご近所さんの散歩コースのようで沢山
すれ違いました。いい散歩コースがあって羨ましいですね。それにトレイルランナーにも
最近多くなりましたね！
皆さんからカモシカを見たよとかクマが出没した跡があるらしいとの情報も有りまし
たがこちらはどっちにも遇いませんでした。
休憩所になっている見晴らし台をいくつか越え矢倉
台を過ぎるとだんだん山道に入って行く、暑くなって
きたので樹林帯の日陰道は嬉しいです。それにとても
良く整備された道です。地図では一本道ですがいたる
ところに脇道がありそれぞれ青梅線の駅に下れます。
昼食予定の三方山を目指します、秩父側が伐採され開
けた所に出ました。ちょっと急なこの尾根を登りつめ
ると山頂と思ったけど標識でもわからず、下りになっ
てしまいました。（帰ってネットを見ると山頂と思った標識に誰かが手書きで

↖三方山

と書いてあり、脇に登るとこがあったそうです）結局三方山は分かりませんでしたので途
中の尾根で昼食になりました。リーダー文子さんがベーコンスープの材料を用意してくれ
３班に分かれて作り美味しく頂きました。
からかい

名郷峠に出て辛 垣 城址の登り口がある、ここも看板
が無ければわからない。急登を登ると広くなった所
が城址です。露出した岩が天然の石垣のように見え
ました。少し上に辛垣山の標識があった。下りも急
だ、向こうに雷電山らしき山が見えここも急登だろ
うと思ったが回り込みながら登る。雷電山から榎木
峠まではまた急な下りでした。後は軍畑駅まで車道
歩きです。久しぶりの山歩きだったのでちょうどい
いコースで良かったです。みなさんお世話になりました。
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燧ヶ岳

（２３５６m）
記：平野

■ 日

時

祥子

：2013.06.15～16

■ メンバー ：Ｌ平野、浅井(祐)、浅井(昭)、新島、加藤、杉山、八並、
兼堀(善)、兼堀(恵)、大木、下川
■ コース

(１日目) 松原団地西口 5:00 発＝(車)＝御池 8:40―沼山峠 9:30―尾瀬沼
10:30―沼尻休憩所 11:50―弥四郎小屋 13:35 着
（2 日目)

起床 4:30―出発 6:10―柴安嵓(2356ｍ)10:00～10:20―俎嵓 10:45

～11:00―熊沢田代 12:15―広沢田代 13:20―御池 14:15 着
「行きたい山はないの？車は出すよ！」と、声をかけてくれた有り難い山の先輩（祐子
さん）がいてくれたおかげで尾瀬泊が実現できました。参考にと戴いた資料をそのまま作
成した計画書でしたが、たくさんの方々が参加してくれました。
雨模様の天気予報で決行すべきか迷いながら、雨だったらコースを変えて楽しめるとの
事、天気を気にしつつ計画書と逆コースで始めることにしました。沼山峠登山口からは緩
やかな登りの木道があって大江湿原に入ったときはミズバショウが見頃で、ワタスゲや他
の花々も咲いて、木道が続く尾瀬の広さに感激し燧ヶ岳も時々見られて想像通りの風景で
楽しみになりました。
ビジターセンターで休憩して先ほどの分岐に戻って沼尻にむかう。尾瀬沼のほとりにも
ミズバショウが咲いていた。沼尻休憩所で昼食をとっていると雲行きが怪しくなってきた
ので雨具の用意をして早々に出発。色鮮やかなムラサキヤシオが咲いていてひきつけられ
た。弥四郎小屋に着いたときは雨が落ちつき
小屋の前でビールで到着を祝った！

小屋の

前に続く尾瀬ヶ原を少しだけでも堪能したく
て私たち 5 人は小屋から竜宮十字路～東電小
屋を一周した。また雨に降られたけど、
“また
それもよし”で尾瀬ヶ原を楽しんだ。夕食後
は皆でお酒を飲みながら来年の 40 周年の一
般ハイクの事で話に花が咲く。
夜中は雨だったが、朝起きると目の前の至
仏山が見えたり隠れたり燧ヶ岳はどんな様子か？

迷いながら出発する。昨日の雨で登山

道は川のようでいい足場を探しながら高度を上げて行くと雪渓となって、先頭を昭さんに
お願いする。さらに高度を上げて行くと、陽がさしだし雲の間から尾瀬ヶ原そして至仏山
が見られた時は最高。諦めかけていた景色に大喜びでした。燧ヶ岳（柴安嵓）で山頂から
の景色を眺め一度下りて登り返すと俎嵓です。俎嵓には三角点と祠があってお昼を済ませ
下山はアイゼンをつけてとなりました。熊沢田代までの登山道は雪解け水で相当荒れてい
ましたが、一面の湿原帯は広々としていて雄大でした。ベンチで休憩したり足元の花を愛
でて楽しんだりしながら御池まで歩き通しました。皆さんの御協力のお蔭で計画通り無事
に終えることができました。ありがとうございました。
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焼 石 岳（1547.9ｍ）
記：井口
〔日程〕

宮子

平成２５年６月２２日～２３日

［メンバー］
［コース］

Ｌ園木、新島、小野寺（英）、井口
22 日

草加 4:30 ＝ 東北道 ＝ 中沼登山口 10:15 ～10:30 … 避難小屋
2:10（泊）

23 日

避難小屋 6:00 … 泉水沼 7:30 … 焼石岳 7:55 … 焼石神社 8:40 …
姥石平分岐 9:50 … 避難小屋 11:00 ～ 11:35 … つぶ沼への分岐
12:00 … 中 沼 口 駐 車 場 13:15 ＝ ひ め か ゆ 14:10 ～ 15:00 ＝
東北道 ＝ 草加着 21:00

今年も高山植物に会いたい季節が来た・・・。６月初め山開きが行われた焼石岳に参加
させていただいた。
土曜日の早朝、草加を出発し中沼登山口に予定通り到着した。広い駐車場には数えきれ
ない程車が止められていたが、心配無用。登山口の近くに空きがあった。身支度をして、
共同装備をザックに詰め快調にスタートした。梅雨の最中とは思えない程の天候に恵まれ
木々の緑が美し～い！
中沼も静かで美しい！

がぬかるんだ岸辺が登山道になっていて、美しさに見惚れてい

ては大変な事になりそう…だ。所々に木道が敷かれ歩きやすい道になり水芭蕉、リユウキ
ンカ、バイケイソウ等が咲いていて元気をもらった。
上沼を過ぎると登山道は雪で被われている所が多く、春山気分で歩けた反面、雪解け水
が沢状になり、少々歩きにくかったことで時間を要した。
ようやく銀名水の水場に着いた。ここまで来ればもう大丈夫。避難小屋は、すぐそこで
すから。ザックを降ろして大休止？さっそくそこにあった柄杓でお水をいただいた。冷た
くて美味しい水です。夕食用にその水を汲んで小屋に到着。 …すでに単独の先客がいた。
私達４人は、一階左側にスペースを確保でき、全員無事到着の乾杯！ …ゆったりとした空
間を過していると、大きいザックを背に若者がぞろぞろ入って来て、一階は一杯と知ると
先生の指示で、梯子を登り２階に上がった。この将来の山屋たちは、宮城の高校生だった。
夕食を済ませシュラフにもぐって、１９時全員就寝。
２３日、目覚めて外を見ると、夜中の雨が
止んでいる。朝食を済ませ、サブザックにス
ポーツドリンクなどを用意。私は、ゴアのズ
ボンを身につけて出発した。
雨は止んだものの、ガスで遠くは見えず幻
想的な世界だが、ハクサンイチゲや濃いピン
クのツオガマなどが元気に咲いてお花畑はに
13

ぎやかだった。
山頂は、天候が影響したのか、ひっそりとしていて私達も記念写真を撮って、焼石神社
から姥石平への広大なお花畑散歩に向かったが、刈払い不十分で笹が登山道を被い、泥ん
こ道を歩くことになった。幸い私は雨具（下）を付けていたので、ここはトップを歩き露
払いを命ぜられ、少しはお役に立てたと思っている。また、ストックも草をかき分ける等、
足元確認の道具としても使えて、持って行って重宝した。
泉水沼がある分岐から避難小屋に戻り、デポして置いたザックを持ち、再び銀名水のベ
ンチでランチをすませ、名水をお土産に下山開始。無事駐車場に戻り、高速に向かいなが
ら「ひめかゆ」の日帰り温泉で汗を流し、ゆったりとした奥羽山脈の山々に見送られ、帰
路に着いた。
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高水三山
（40 周年記念多摩川水源界

No.2）

記：大竹

理香

日程：平成 25 年 6 月 23 日（日）
メンバー：L 大竹（一）・小野寺（英・博）・兼堀（二人）・芳野・鎌形・松井・橘・八並・
上原・大竹（理）
コース：南越谷 6：17 発
軍畑駅 8：15
惣岳山 12：30

～
～

―

西国分寺 7：09

砂防ダム 9：00

～

―

青梅 7：52

高水山 10：10

～

―

軍畑 8：07 着

岩茸石山 10：40～

御嶽駅 13：30

スタートしてしばらくは山の中を歩いているように進んでいきました。芳野さんのスピ
ードが速くてついていけませんでした。汗びっしょりかきながら、休憩いれながらなんと
か高水山に着きました、岩茸石山で昼食をとりましたが、周りに沢山の人がいてびっくり
しました。駅に着く寸前に雨が降り出しあわてました。駅に着いたとたんに大雨になりま
した、よかったあ、駅にいて～という感じでした。電車に乗り、風呂は中止にし、帰って
きました。
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奥多摩

鷹巣山（１７３６ｍ）
記：池本

日程

：

６月２３日（日）

均

天候：曇りのち雨

メンバー：L 池本、小林いつ子
コースタイム：南越谷５：３１－西国分寺６：２３－立川６：３９－
奥多摩駅７：４６＝水根バス停８：１２～石尾根１２：００～１５～
鷹巣山１２：３５～４０～六石山分岐１４：００～もえぎの湯
１６：１０（入浴、休憩）～奥多摩駅１８：０７－青梅―西国分寺―
南越谷２０：２０
水根沢をはるか下に見下ろし、広葉樹林を進むと、前を歩くいつ子さんの足元に、蛇が
横切る。踏みつぶされたと思った瞬間、登山靴の土ふまずの部分をすり抜けて、谷底へ逃
げてゆく。ワサビ田の跡（１０数年前に来た時は、わさびが、一面に広がっていたのだが、）
を眺め、木橋を渡って水量豊かな沢沿いのみちは、涼しく気持ちがよい。
さらに、もう一度こわれた木橋の横を石伝いに渡り、沢と別れて、杉の樹林帯をジグザ
グに登り、石尾根へ。ここまで、単独行の下山者に遭ったきりで、貸切状態だった。石尾
根に入ると、MTB、ノルディックウォーキング、トレイルラン、マラニック（マラソン＋
ピクニック）の若者で、賑わっていた。マラニックは、山の会のカテゴリーに入ると思う
ので、この冬から始めようと思う。鷹巣山頂から、下山を始めて、しばらくすると、雨が
降り始め、水根山、六石山もまいて、一気に氷川の町を抜け、もえぎの湯にたどり着く。
いつ子さんとの二人旅は、山、映画や音楽、家族、の話をたくさんして、本当に楽しいも
のでした。ハリソン・フォードや、小椋佳が、好きだとは、知りませんでした。アメリカ
で見た、アーミシッュの話も興味深いものでした。
また、一緒に山へ行きましょう。
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キタダケソウ南アルプス北岳（3,193m）
記：森
山行実施日

2013 年 6 月 29 日(夜)～6 月 30 日

メンバー

L.園木、SL.山口裕、八並、関口、平野、大門、新島、井口、尾崎、森(敬称略)

コース

6 月 29 日 2：20 草加→6：10 広河原→9：40 二股→13：00 肩の小屋

律子

6 月 30 日 5：30 肩の小屋 →5：50 北岳山頂→8：30 肩の小屋→10：55 白根御池小屋
→13：10 広河原

昨年鳳凰三山から眺めてからずっと行
きたいと思っていた北岳の山行計画に参
加することができてとても嬉しかったで
す。
しかもこの時期にしか見れないキタダ
ケソウを観賞、お楽しみも 2 倍・・それ
だけじゃなく山小屋では、ウエルカムド
リンク付き！完璧な企画に思い存分楽し
む意気込みで草加を後にしました、途中
勝沼で高速の事故によるトラブルで一時
山行は中止かと思われましたが、幸い怪
我人もなく予定より遅れて芦安温泉に到着、乗合タクシーで広河原から入山、大樺沢沿い
の登山道を歩き橋を渡った先からは雪稜を歩いて大樺沢二俣より右俣コースへ急登りを登
り、小太郎尾根分岐で、小太郎山ピストンするメンバーと別れ北岳肩の小屋を目指します。
この辺りから体に異変が・・・やっぱり 2500ｍを超えたあたりから軽い高山病の症状が出
始めました。小屋に到着、テント泊装備をしているので、テン場でテントを張り終えたこ
ろからひどい頭痛と吐き気に襲われリーダーに体調不良である事を告げそのままテントで
仮眠することにしました。
楽しみにしていたウエルカムドリンクも、夕飯も食べれずテントでゴロゴロしながら時
折激しく降る雨音を子守唄がわりにウトウトしながら時をすごしました。
「やっと体が高度に慣れてきたようです」時間は 20 時前お腹もすいたので、行動食を食べ
そのまま就寝。翌朝は嘘のように体も軽く頭もスッキリで、お目当ての絶滅危惧種のキタ
ダケソウを観るために北岳～北岳山荘へ行く間のトラバース道まで、行きました。
ハクサンイチゲと見比べると確かに葉っぱや花弁の形が違い、昨日降った雨でキラキラ光
ってとても綺麗でした。
このまま絶滅せずに、ずっとこの場所で咲いていてほしいと思いました。
悲しいことに、どうやら 2500ｍ以上で高山病確定になってしまいました・・・・
この体質と高山登山うまく折り合いをつけて楽しむ事が出来るようになりたいと考え
ています。
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大雪山登山（旭岳 2290.3ｍ～黒岳 1984ｍ～銀泉台）
記：石井
山行日

文子

：平成 25 年 7 月 4 日(木)～7 日(日)

メンバー：Ｌ．石井(美)、山口(敏)、山﨑、文子

計4名

コース
7／4(木)

草加（8：40～55）＝バス＝羽田空港(10：20～11：25)＝＝旭川空港(13：)

7／5(金)

ホテル(7：00)――ロープウェイ(7：15)――姿見駅(7：35)――姿見の池

(7：50～55)――六合目「1800ｍ」(8：25)――旭岳(9:50～55)――間宮岳（11：
30）――中岳分岐(11：50)――中岳(12：15)――黒岳石室(14：05)――黒岳(14：
30～55)――黒岳石室(15：10)自炊
7／6(土)

黒岳石室(4：00～6：00)――白雲岳分岐(8：50)――緑岳分岐(9：10）――

赤岳(9：30～40)――コマクサ平(10：50)――銀泉
台(12：20)＝タクシー＝
層雲峡温泉民宿「とだて」(14：00)
7／7(日)

層雲峡温泉民宿「とだて」9：00＝＝観光タクシ

ー＝当麻鍾乳洞＝＝美瑛＝富良野＝旭川空港
16：20～17：40＝＝羽田空港 19：25
４日(木）天気晴れ

旭川は涼しいかと思ったら、暑かった。午後２時着、旭岳温泉周

辺散策の後に旭岳ビジターセンターへ寄りました。
明日、旭岳から黒岳、愛山渓温泉下山予定の話を係りのお姉さんに伝えたら資料を見なが
ら「旭岳から北海岳経由黒岳の登山道は.雪渓のトラバースが何か所もあり長いから北鎮岳
分岐経由黒岳のほうが、雪渓のトラバースがみじかくてよいです。愛山渓温泉への下山道
は、雪が多くて、広い雪原で目標物が解りにくく、迷いやすく、どろどろの道だから気を
付けてください。」という。お姉さんの忠告を受け北鎮岳分岐経由黒岳とし、愛山渓温泉下
山路は、黒岳石室に着いて考えようということになりました。
５日(金)天気晴れのち曇り夜雨

ホ

テルで朝食を済ませ、５分でロープウェ
イ到着、旭岳ピストンの登山客が多かっ
た。姿見池までは晴天だったのが、だん
だん曇ってきて、風も強くふいてきまし
た。旭岳山頂でも強風と靄がかかり何も
見えず、写真をとりすぐに下山しました。
オーバーハングにみえる雪渓があらわれ
アイゼンをつけ斜めに回り込むようにお
りました。靄がはれてまわりを見渡した
ら下山道からはなれた所におりていてい
ました。高曇りのなか間宮岳、中岳、と進み北鎮岳分岐でもう一度アイゼンをつけ歩き、
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平らな下山道になりアイゼンをはずし、14：05 黒岳石室到着、９０年の歴史がある、石を
積み上げた小屋です。利用料は、小屋トイレ 2000 円＋シュラフ 1000 円他に毛布が２枚付
きました。受付をすませ黒岳へ登る。一組の夫婦がいて花の写真を撮るのが趣味で歩いて
いるということで、黒岳に咲いていた「樽前草」、「蝦夷つつじ」という花を教えていただ
きました。
黒岳石室に戻り、管理人さんに、明日、
愛山渓温泉へ下るというと、
「 雪が多くて
だだっ広い雪原で目標がなく迷ってしま
うから進められない、白雲岳から銀泉台
のほうが雪渓はありますが、花も見頃で
良いですよ。」と、いうので銀泉台下山と
決めました。
小屋の利用者は、私達４人だけでした。
６日(土)夜降った雨は、朝方には止み
ました。6：00 出発です。しばらく歩く
と雪渓があらわれました。登りなのでアイゼンを付けずに歩きました。途中で昨日旭岳で
出会った男性二人組とあいました。白雲岳避難小屋に泊まりトムラウシに向かう予定だっ
たが雪が多すぎるので、引き返してきたと言っていました。お花畑があったり雪渓があっ
たりを繰り返し銀泉台 12：20 到着、山口敏雄さんが雪渓は１５か所あったといっていまし
た。タクシーの運転手さんに宿を紹介していただき、層雲峡温泉、民宿「とだて」一泊２
食日帰り入浴２回券つきで 6,500 円、綺麗なところでした。風呂は民宿から繋がっていて
スリッパで歩いて行けるので便利でした。
７日(日)天気晴れ、昨日の運転手さんに観光しながら旭川空港へ向かうコースをお願いし
ました。当麻鍾乳洞、美瑛パッチワークの丘、セブンスターの木、ケンとメリーの木、四
季彩の丘、拓真館、上富良野八景、ノロッコ号写真撮影、北海道のへその地、富良野富田
ファーム、富良野ワイン工場、風の
ガーデン、と、充実した観光で、お
昼は、移動中車の中で食べる事とな
りました。
お花畑の大きさと、綺麗さと高度に
よって花の咲く場所が違っていたり、
雪渓のトラバースの多さと、長さに
驚いた山行でした。
｢私を山に連れてって第 2 弾がやっ
と実行できました。｣

19

【大雪山山行】

山﨑

正夫

例会にて石井さんから大雪山山行が発表される。
文子さんから美樹さんへの「私をこの山に連れてって！！」第２弾のようだ。
お邪魔虫になると参加を気遣ったが、山口敏雄さんが申込み、受け入れられる。それな
らばと参加申込みしました。
今年の北海道の山は例年以上の残雪のようで、旭岳ビジターセンターや黒岳石室の方々
から親切な助言をいただき、リーダーの適切な判断でコース変更、お陰様で安全登山、沢
山の高山植物を楽しむことができました。それにしても、北海道の山は大きいなあ～と感
じました。
コース設定、交通手段、食事等準備をしていただきました石井御夫妻に感謝・感謝の大
雪山山行でした。
【大雪山登山感想】

山口

敏雄

昨年の幌尻岳に続き、大雪山・間宮岳・中岳・黒岳・北海岳・小泉岳・赤岳から銀泉台
への花の山旅と、層雲峡温泉そして当麻町の鍾乳洞・美瑛の丘・富良野の大展望を満喫す
る贅沢な山行に参加させて頂き、本当に有難うございました。
【大雪山２０１３年】

石井

美樹

悪天候が予想されたが、天気は、まあまあ、青空までが顔を出す。しかし、今年は雪が
多く、堅い雪面の雪渓の連続であった。白雲岳の雪渓では、夫婦で登った奥さんが滑落し、
死亡した話を登山者がしていた。軽アイゼンの威力を強く感じる。また、改めて、北海道
は花の山であることを感じた。
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男体山（2,484m）
記：森

律子

山行実施日

2013 年 7 月 7 日

メンバー

L.森(単独)

コース

7 月 7 日 5：48 新越谷→7：36 東武日光→8：34 二荒山神社入り口→10：56 男体山山
頂→12：30 志津避難小屋

日光の山は社山に始まり山王帽子山、小太郎山、太郎山、白根山と登りましたが、一番
かっこのいい容姿の男体山には行った事がないので梅雨の合間を狙って急遽出かけること
にしました。
久しぶりの単独での山行で、ルート
を色々と考え男体山をぐるりと周遊す
ることにしました。3 合目～4 合目と志
津乗越からは林道 2 時間の林道歩きに
なるので、足元は軽いトレランシュー
ズの装備で、入山料￥500 を納めお守
りを頂き入山・・・
きつい急坂を歩き、車道へ 4 合目から先は岩ゴロゴロの厳しい道を歩き（さすがは修行
の山です）辛くなったら七面山敬慎院で教わった「魂清浄（こんしょうじょう）」という祝
詞（のりと）を心の中で唱えながら歩きました 8 合目からはガスがかかっていて何も見え
ませんが、マイナスイオンをしっかり浴びてリフレッシュ、コースタイムも早かったし期
待していた雄大な景色も見れそうに無いので戦場ケ原に寄り道して花を見ようと、山頂で
一息ついてすぐ下山、赤沼に移動しま
したが、夕立がありそうな気配だった
ので、そのままバスでやしおの湯方面
へ、温泉に入って汗を流してバスに乗
り込み東武日光に着いた途端に、バケ
ツをひっくり返したような夕立が・・
今回の山行もお天道様が味方について
くれました。
次は女峰山～大真名子～小真名子を縦走してみたいなぁ～と地図を眺めながら歩きた
いルートを色々と思いめぐらせています。
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鶏頂山
ｊ

日時 7 月 9 日（火）

ｊ

メンバー Ｌ小野寺、千葉、大畑、阿部、

ｊ

行程

（記）山本

松 原 団 地 5 ： 30 … … 東 北 道 … … 今 市 … … 日 塩 も み じ ラ イ ン … …
登山口 8：15……弁天沼 9：50……分岐 10：20……鶏頂山頂上 10：43……
大沼 12：30……登山口 13：30……ただおみ温泉……草加

梅雨明け宣言の翌日、鶏頂山に行くことにな
った。東北道を北に向うと日光の山並みの次に
顔を出すのが高原山（鶏頂山）、で那須の山並み
との間にある山塊である。東北に向うたびに目
にする山であるが、登山は初めての機会だ。登
山道は日塩もみじラインのエーデルワイススキ
ー場の手前に鳥居があり登山口となっている。
この登山口はその昔、鶏頂山スキー場であった
らしい。緩やかな登りは熊笹に覆われ、ゲレンデの一部であったようだ。90 分で弁天沼に
着く。鶏頂山は登山口に鳥居があるように、
昔から信仰の山で、開山は 1700 年前に遡り、
平成 9 年に建て直した山頂の立派な社の建
造には延べ 3000 人の奉仕があったと記さ
れています。弁天沼から山頂へは右回りと
左回りがあり、行きは右コースを選択し鶏
頂と釈迦の稜線（分岐）に出る。梅雨明け
宣言の後でもあり、日差しはきつく汗だく
であったが、山頂まで樹木が茂り、時折そ
よ風もあって、気持ちよく歩けた。10 時 43
分頂上到着。2 時間 20 分の行程であった。
山頂の展望は悪いわけではないが、馴染みの山並みも少なく、ごく平凡なものであった。
途中で出合った登山者は平日の山行でもあり 1 名のみであった。山頂から弁天沼までは、
上りとは別ルートで下る。弁天沼近くではワラビ
の群落に出会い、季節遅れのワラビ狩りが出来た。
山菜に目の無いＣ女子はてんぷらにすると最高と
のこと、併せてタラの目も摘んで帰る。登山口到
着は 13：30 で宇都宮の近くで日帰り温泉「ただお
み温泉」で汗を流し、帰路に着く。ただおみ温泉
は飲泉が出来る源泉かけ流しの湯であり、お勧め
である。
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荒島岳

千葉

かつ子

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
■実行日
■メンバー

７月 16 日

平成２５年７月 17 日
Ｌ.小野寺(英)、千葉、大畑、山本

5：00 松原を出発、中央高速、

東海環状、北陸環状道をへて荒島岳の登
山口に向う。途中、郡上八幡に寄り道を
して、ランチそして郡上八幡城の見学な
ど時間調整の観光をしながら林湊という
民宿にはいりました。この宿は５月の山
開きの時に深田久弥さんの長男の森太郎
さんがＢＳのスタッフ 10 名で泊まり荒
島岳の山開きの様子を撮影したと話して
くれた。そしてとても人柄のよさそうな
人で、夕食の品数も多く、特に山菜が美
味しくいただくことが出来ました。１泊 2 食にお弁当までつけてもらい 5500 円でこれから
も値上げはしないそうです。安い！

又来てみたい………。

7 月 17 日
民宿の林湊さんを 5：50 出発、
勝原スキー場 6：00
ススキや雑草が背丈程伸びてい
て横切ることも出来ず、コンク
リートのそしてガレ場を 1 時間
10 分、登山口です。もう此処ま
でで大汗をかき暑さは半端でな
いが美しいブナの林に変わり、
吹く風も少しは清清しく歩きや
すい登山道に変わりました。秋
に来た紅葉時の方が森が美しい
とすごーく感じました。
935ｍ美しい姿の白山が一望で
きる展望台でしたが今日は生憎のガスの中で見ることはできませんでした。
急登をのぼり、緩やかな登りを何回か繰り返しそして丸太の階段、以前には無かったと記
憶？500 段いやオーバー200 段は有ったと思うが長く感じた。急な階段を登り終えると低木
のブナの林、小さな湿原に変わり山深く入ったと感じた。
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シャクナゲ平に出るとポッカリ穴の開いたそし
て天高く青空が広がっていた。
右に入れば小荒島岳に 20 分ですが時間があれ
ば登りたいが今日は？左に、ここは急な下りそ
して登り返すとここから「もちがかべ」と呼ぶ
急なやせ尾根になり、岩や木の枝に手を駆りな
がら乗り越してもしばらくはやせ尾根の急登で
す。樹間からは白山や小荒島岳が見える筈です
が今日はすっぽり白いガスに包まれていました。
反射アンテナの建つ頂上、今日はアンテナは無く社が建っていました。本には南無阿弥陀
仏と信仰の山だと記されている。
晴れていれば白山連峰はもちろん経ヶ岳や冠山などが見える筈ですが、今日は全く見せて
もらえませんでしたが、空にはア
キアカネそして足元にはハクサン
フーロにクガイソーが沢山咲いて
いて、これだけでも見ることが出
来ありがたい。
明日は白山に登るということもあ
り 15 分程の休憩で下山となりま
した。
元来た道をゆっくり下山ですが、
秋に来た時はこんなにつらいとは
感じませんでしたが特に勝原スキ
ー場の登りも下山も辛く感じまし
たが皆さん無事に荒島岳をやっつけてきた満足感は私だけではないのだと、リーダーそし
て山本さん大畑さんお世話になりました。
有難うございました。
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白山
記：小野寺

英子

山行日：平成 25 年 7 月 18 日（木）～19 日（金）
参加者：Ｌ小野寺（英）、山本、千葉、大畑

コース

18 日

白山温泉（一ノ瀬）7：00＝別当出合登山口 7：45―中飯場 8：50―甚の助非難小屋
11：00―南竜分岐 11：20―エコーライン分岐 11：40 弥陀ヶ原 12：55―室堂雷鳥荘
13：30～14：00―白山山頂 15：10－雷鳥荘 16：00（泊）

コース 19 日
雷鳥荘 4：10－山頂 4：54～5：15―翠ヶ池 5：45－雷鳥荘 6：35－小屋発 7：45－
黒ボコ岩 8：10－甚の助非難小屋 9：25－下山用分岐 10：55―登山口 11：55―
白山温泉（入浴）12：15～13：00―草加 21：00

〔18 日〕
前日荒島岳を下山後、車を飛ばして市ノ瀬の永井旅館で一泊した。
夜に入って降り出した雨は朝まで凄い豪雨、雨が上がるのを待って、一時間遅れの出発と
なった。ウイークデーは、別当出合迄車が入るので助かった。
段々と晴れ間も見え始め気分が良い。山全体が女の神様だそうです。
白山比咩（ヒメ）神社の境内という鳥居をくぐり、いよいよ吊橋を渡って砂防新道を登山
開始、中飯場でとても綺麗な不動滝が現れた。気を良くして順調に進む。途中から永平寺
の若い雲水さんが 60 名も登って来始めた。毎年恒例の修行らしく、黒い作衣の軽装で、足
元は殆どスニーカーか足袋のようだ。抜きつ抜かれつしながら賑やいだ！
途中 5～6 名のホラ貝の修行者にも会
った。やはり信仰の山だなぁ…
通れない…との情報があり。又、下山
者からエコーラインのお花が綺麗だよ
…の情報も入り、南竜分岐から急遽コ
ース変更！

南竜道をエコーライン分

岐まで下る。そこからは登りが続く、
時折雪渓を歩いたり、花を見ながら弥
陀ヶ原に着く。

エコーラ インの雪 渓で

昨夜の豪雨で下山予定の観光新道が

ホッとしたのもつかの間、室堂迄の五
葉坂の登り 30 分は辛かった。
昨年出来たばかりの個室専用の雷鳥荘に落ち着く。4 人ではちょっと狭いけど綺麗な部
屋だった。到着と同時にガスが出て強風になる。明日の予報も余り良くないので、取り敢
えず頂上に登る事にした。凄い風で小柄な大畑さんが飛ばされないようにと、下山は二人
でスカーフで繫がって降りた。いやぁ～風が凄かった！！
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食事は他の小屋の人達と一緒に摂る。雲水さんの姿は全く見えなかった、
食後、翌日の天気予報がガラッと変わり、星空と晴れマーク！！信じられなかった！
消灯後に見た外の景色「月と雪渓」の素晴らしかった事！明日の天気を信じて眠った。

〔19 日〕
3 時に外へ出たら、凄い星空！！ご来光が見える時は神社の宮司さんが太鼓で知らせて
呉れる筈、ひたすら太鼓を待った。午前 4 時、ドンドンドンドンお腹に響く音！！
ご来光に余り乗り気で無かったメンバーを起こして山頂へ…遠く北アルプスから昇る綺麗
なご来光…に、思わず手を合わせる。
昨日登った荒島岳も近い、
北アルプスも雲海の上にクッキリ。や
っぱり登って来て良かった！！
宮司さんの祝詞に、大勢の雲水さんも
神妙に参拝していた。
名残惜しいが、朝食の時間も有るの
で、お池めぐりに下る。御宝庫までの
僅かな距離が、凄い風で這うようにし

白山々頂からのご来光

て通過する。最初の翠ヶ池には雪渓が
流れ込んで、それは今迄見た事も無い、
素敵な情景だった。

花々を見ながら、万年雪に埋まるという千蛇ヶ池に着き、雪渓を横切って室堂へ。
朝食は雲水さん達も全員、静かに食事中でした。
いよいよ、下山開始、五葉坂を下りて、弥陀ヶ原を気持ち良く歩き、下り始めて間も無
く延命水が有り、
「長生きはしたくない」…と言いつつ、美味しいので、たっぷりと何杯も
飲んじゃった？（笑）黒ボコ岩で観光新道から登って来た人に会った。
「大丈夫通れるよ」と言って呉れたが私達は諦めて、黒ボコ岩に登り、いい気分！
ここからが十二曲がりで、お花が沢山咲いている。小さな沢を何回も渡る。
大勢の雲水さんが、水浸しの足袋や運動靴で足早に追い越して行く、彼らを見送りながら、
私たちもようやく甚の助避難小屋に着く。多くの登りの登山者が休んでいた。
中飯場から少し下った所から、下山専用の巻き道になっている。しかし、何とも道が荒
れていて、しかも相当な遠廻り、やっとの思いで吊橋に辿り着いた。
ハ～イ御疲れさんでした。良い山行でした。
信仰と 18 種の白山と付く花の山で、以前からずっと思い続けた山でしたが、今年は残
念な事に、2 週間ほど、お花が遅れてる…と言う事でした。
それでも、クロユリ・コケモモ・キヌガサソウ・ダイモンジソウ・ハクサンコザクラ・コ
バイケソウ・ミヤマナデシコ・シモツケソウ・シナノキンバイ？…等々
沢山のお花に出会えました。又，来たいなぁ…とつくづく感じた山でした。
後は市ノ瀬の永井旅館で汗を流して、一路、草加へ…と車を走らせる事に、休憩も含め
て約 8 時間、運転の山本さんありがとう～！千葉さん・大畑さんありがとう～ね！遠かっ
たけど、荒島岳も含めて 4 日間楽しかった～～！！
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常念岳～大天井岳
（表銀座パノラマロード）
記：大竹
日

一司

程：2013 年 7 月 19 日（金）～７月 20 日（土）

メンバー：大竹一司（単独）
コース：【7/19】一ノ沢登山口（6：00）～王滝ベンチ（7：15）～胸突八丁（9：00）～
常 念 乗 越 （ 10 ： 40 ） ― テ ン ト 設 営 、 ラ ン チ （ 12 ： 30 ） ～ 常 念 岳 山 頂
（13：40）～常念小屋テント場（15：10）
【7/20】常念乗越（5：00）～横通岳（5：30）～東大天井岳（6：30）～大天井岳
（ 7 ： 40 ） ～ 大 天 荘 （ 8 ： 00 ） ～ 常 念 小 屋 テ ン ト 場 （ 10 ： 30 ） ―
テント撤収、ランチ（11：30）～一ノ沢登山口（14：50）
テント泊で北アルプス方面の比較的安全で、自分の能力でも行けそうなコ‐スをいろい
ろ探した結果、常念岳でテン泊し、軽装で、大天井岳ピストンが、車で行く現状ではベス
トと判断し計画をしました。初のソロテント山行なので天候や体調の状況を考慮し、余裕
のある 2 泊 3 日の計画で、臨みました。当日は、予定よりも早く現地に到着し、朝から天
気も快晴で予報でも３日共、晴れで、幸先の良いスタートを切る事ができました。テン泊
装備なのでマイぺースでゆっくりと沢沿いの道を、途中で雪渓や花々を見ながら順調に胸
突八丁までは行けましたが、最後の水場で水を余裕で 2L 補充してからが大変で、やっとの
思いで常念乗越に到着しました。到着すると目の前は常念小屋越しに槍～穂の絶景が広が
りその瞬間、疲れが一気に
吹き飛び、これからの行程
に期待が膨らみ、天候の幸
運に感謝し最高のタイミン
グで来れて良かったと思い
ました。その後はテント設
営し身軽で常念岳山頂まで
行き絶景を堪能し、テント
でまったりとすごし夕方に
はブロッケン現象も写真に
おさめる事ができました。
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２日目は４時前に起きて日の出の感激的な景色を見た後、朝日を浴びた槍～穂の絶景を
左に眺めながらの大天井岳へ充実した往復の山行をする事ができました。あまりにも景色
が良いので写真を撮りすぎ（動画）帰りの途中でバッテリーがなくなり、目の前で会った、
ライチョウの親子の写真が撮れなかった事だけが、唯一の残念で、それ以外は今までで最
高の山行でした。行きの途中、東大天井付近の谷底にて黒い生き物らしき物が動いていた
ので撮影し後で見てみると、はっきりと熊が映っていました。距離があったので、大丈夫
でしたが自然のすばらしさも満喫できました。更に大天井山頂は、自分１人独占で 360 度
の最高の景色で遠くに富士山から南アルプス、剣岳、白馬方面まで全て堪能する事ができ、
もちろん目の前に槍がはっきり見え、最高の展望でまた高山植物も沢山ありコマクサをは
じめさまざまなきれいな花に出会うことができました。
今後は、目の前に見た槍～穂方面にも行きたいし、裏銀座方面にもますます行きたくなっ
てしまいました。今回は、1 人で行って自信にもなりましたが、レベルの高い山は会のメ
ンバーの方の力を借りてグループで行きたいと思います。ますます山にはまってしまいま
したので、今後、いい機会がありましたら、どんどんチャレンジしたいと思っていますの
で宜しくお願いします。
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西丹沢玄倉川

「同角沢」の遡行と下山遅れ報告
記：松浦

１

期

２

参加者：Ｌ，松浦、ＳＬ，石井、山口（裕）、沼田、森

剛

日：２０１３年７月２０日～２１日

７月２０日（土）
７時５０分：玄倉川と小川谷出会いの少し上流の玄倉林道のゲート駐車場着。駐車場より
玄倉川林道を 1 時間半ほど歩き、5 つ目のトンネルを抜け少し歩くと対岸に同角沢の滝を
見る事が出来る。
９時：同角沢出会い着。９時２０分に登攀装備を付け最初の滝１５ｍの右壁を巻き気味に
登る。しばらく行くと三重の滝が現れ此れを右から鎖便りに巻き気味に登ると、直ぐに「不
動の滝」２０ｍが現れる。
左側を大きく高巻くようになっているが、
場所もルートも判らない。止む無く滝の
左から直登し、中段で飛瀑を浴び水浸し
になり滝をトラバースし１本ハーケンを
打ち、少し登って確保する。全員滝のし
ぶきでずぶ濡れになりザイル確保で此れ
を登り、此れよりは上部に巻き道があり
滝の上に出る。しばらくゴルジュ帯の中
の小滝を登り、やがて３ｍ程の行水の滝
で下半身ずぶ濡れになり登りきる。なお
小滝を越えて登るとやがて２５ｍの「名
無しの滝」が現れる。
１３時４０分「名無しの滝」着：この滝
は同角沢で最も困難で今の私には手が出
ず、滝の左側のルンゼと上部岩稜
を登り滝上に出る。ここも危険なので

不動の滝２０ｍの登攀

ザイル確保にて全員登る。

しばらく３～８ｍの小滝を登ったり川原を歩いて行くと、いよいよ最後の「遺言棚」４５
ｍの大滝が現れる。この滝は３段になっており、見た目は大変困難である。下段は滝の右
側壁を登り一段目のテラスに着く。これより左の水で磨かれたスラブをトラバース気味に
登り２段目の大きなテラスに着く。ここまでザイル確保にて全員集合し、いよいよ２５ｍ
ほどのザレた岩と砂が混じった壁をザイル確保にて直登して、上部の傾斜のゆるいルンゼ
に入る。ルンゼを上りきると沢床が見えないほど高い位置となり、昔の印象と異なり少し
戸惑う。
１４時３０分：遺言棚の登攀を終了：ハッキリした踏み跡が我々の下るべき東沢乗越の
方向に尾根伝いに続いており、此れを行く事にするが、中々東沢乗越に着かず不信感を持
った頃、痩せ尾根にザイルがフックスされており、方向も下るべき小川谷に向かっている
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のでしばらく進むが、地図とコンパス、ＧＰＳにて確かめるが、東沢に平行して続く尾根
上に居る事を確認する。この尾根は道無き山「大タル丸」に続く尾根で、大タル丸を降る
と下山路である小川谷に出るので、そのまま下降する事にするが踏み跡も無くなり獣道の
みとなり、急斜面でザイルを使用して下降する必要に迫られ、３回ほどザイル下降し松浦
トップで下がよく見えないまま下降すると、いきなり尾根の窪みのルンゼ状の中に落ち込
んでしまい、中に積もった落ち葉と共に４０ｍほど滑り落ちてしまう。最後は小さな沢の
平坦な所で止まったが、ヘルメットとヘッドランプが頭から外れ、沢を転がり落ちてしま
う。上の皆に大きな声で大丈夫である事を告げ、ルンゼ上の凹部を２０ｍ程登り返すと左
尾根を石井さんがザイル下降して来るのに出合、合流して左にトラバース気味に登り返し、
皆の近くまでたどり着き、すっかり暗くなってきたので、石井さんと話し合いビバークす
る事に決定する。
１９時３０分ビバーク決定。３箇所に別れ自分の寝る場所を確保し、木にザイルで自分
の体を結わいつけ眠った時に落ちないようにして、おのおの長い夜を迎える。完全に乾い
ていない衣服で着のみ着のままなので、全員良く眠る事は出来なかったと思う。携帯電話
は誰の物も通話出来ず、ガッカリする。
７月２１日
５時００分：ビバーク地を離れ行動開始する。うっすらと夜が開け辺りの様子も見えるよ
うになり、上を見た時に我々の居る左側の尾根の傾斜がゆるいので、この尾根を下降路に
決定し、出来るだけ傾斜のゆるい下降ルートを採用する事とし、ルート選択をするが、そ
れでもザイル確保しなければ下降出来ないところが多い。下降しやすい沢にも下りてみた
が、滝がありやはり無理であった。７～８回ザイルで藪や急斜面を下降しただろうか、切
り立った痩せ尾根に出るが、下から沢の水音が聞こえるようになり安心する。急斜面をザ
イルと自分の足で数回下降すると、藪を透かして下のほうに小沢の沢床が見えるようにな
り、ここをザイルで一気に下降すると、ザイル２０ｍいっぱいで沢床に到達する。この小
沢を３分ほど下ると、小川谷が堂々と流れており、此れで全員助かったと思う。
８時１０分：小川谷の綺麗な川原に全員集合し一休みし、石英閃緑岩の白い美しい沢床を
上流に登り、小川谷上部の沢登りを楽しみながら、下山ルートのある大きな川原まで１時
間ほど登りつめる。
９時５分：大きな川原にたどり着き此れより、左側の山に入り上部にある作業道に出て、
小川谷出合まで下降する。途中で林道に出るが此処で初めて皆と握手し無事を祝う。午前
中に山の会に連絡しないと、遭難届けが出されるかも知れないので、大急ぎで駐車場に戻
る。小川谷下部の林道を急ぎ足で玄倉川に下降する。
１１時：玄倉林道ゲートの駐車場着。直ちに玄倉部落に車を走らせるが、部落に近ずくと
やっと携帯電話の通信が可能となり、心配しているであろう各々の家族と、無事下山した
事を報告連絡し安心する。下山連絡先として対応してくれた方々と、各御家庭の皆様には
ご心配をお掛けし、誠に申し訳ありませんでした。
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三つ峠山（笹子登路～天上山）

１７８６ｍ
記：池本

均

♦日程：７月２１日（日）
♦メンバー：L 池本

均

♦天候：曇り時々晴れ
♦コース：三郷駅５：１９－西国分寺―立川―笹子駅７：５６～清八峠１０：３５～
４５～茶臼山１１：３０～４５～三つ峠山１２：４５～５５～木無山
１３：０５～１５～天上山１５：０５～河口湖駅１５：５０～１６：００
－立川―西国分寺―三郷駅１８：４０

８月に、荒川三山を控え、足慣らしに、少しハードな日帰り山行を計画しました。
他人に、夏は、あまり、オススメできないコースなので、数年ぶりの単独行となってしま
った。実際、三つ峠山で、笹子から登ってきた、と言ったら、＜気合い入ってますな＞と、
あきれられてしまった。笹子駅から甲州街道沿いに笹子鉱泉まで歩き、街道と別れて、長
い沢沿いの林道歩きを続ける。単調な林道歩きから解放されて、カラマツ、杉林の中を汗
だくになりながら登る。息が上がってバテはじめたころ、清八峠に着く。
頭に、少し雲をかぶっているが、富士山が見えて、疲れが吹き飛ぶ。
茶臼山を過ぎたあたりで、本日初めて、三つ峠から来た、６人グループのハイカーと遭遇
する。リーダーとおぼしき若い女性が、地形図を出して、現在地を教えてほしいと、声を
掛けてくる。現在地を示し、三つ峠に引き返さなければ、駐車場に戻れないと教えると、
素直に、引き返して行きました。御巣鷹山に着くころには、富士山も姿を隠してしまいま
したが、ここから、木無山にかけては、たくさんの高山植物が見られました。オオバギボ
ウシ、カイフウロ、ヒオウギアヤメ、ミヤマオダマキなど。
天上山までの府戸尾根は、人も少なく河口湖も眺められる、緩やかなアップダウンの快
適なコースでした。いつもなら、天上山では、１０万本のヤマアジサイが咲くのですが、
今年は、不作でちらほら咲いている程度でした。何とか、予定より早く河口湖駅に着きま
したが、久しぶりに、夏の暑さを感じる山行でした。
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能郷白山（1617.3ｍ）＆伊吹山（1377.3ｍ）
記：新島
【日程】

和子

2013.7.27～7.28

【メンバー】Ｌ園木、井口、森、新島
飯豊の朳差に行く予定が雷マーク！リーダーの判断で急遽、能郷白山＆伊吹山へと変更と
なりました。
★1 日目

能郷白山（のうごうはくさん）

11：30 温見峠→13：10 能郷白山山頂→14：40 温見峠
岐阜県と福井県の県境の山。温見峠から登り始める、急坂を登りきると笹原の尾根道が頂
上まで延びていく。花の山ということで蝶々の群れ・・きっ綺麗ね～（私は蝶がなにより
苦手です）山頂まで行くとガスがかかり展望はのぞめず。信仰の山らしく熊野白山権現社
が。そして、蝶々にまみれて下山・・
うすずみ温泉で汗を流し、スーパーで夕食の買い出しをしてグリーンプラザみやまキャン
プ場へ。自然に囲まれとても素敵なキャンプ場、でも二度と行けないな・・遠くて。
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★2 日目

伊吹山

8：45 登山口→12：00 伊吹山山頂→15：20 登山口
すがすがしい朝、今日も快晴。名神関ヶ原インターから日本百名山、花の百名山の伊吹山
登山口へ。登山口にある三宮神社の脇の民家に車を停めて（1 日 500 円）登り始める。か
なり暑くなりそう・・樹林帯を登り 1 合目のリフト乗り場に出てゲレンデを斜めに横切る
ように登っていく。さらに草原の道を登っていき 3 合目手前までくると目の前に伊吹山が
どっしりと現れる。日差しは容赦なく照りつける。とにかく暑い。3 合目でひと休み。こ
こから急な登りとなり本格的な登山道になっていく。5 合目にドリンクの自動販売機まで
あり、冷たいポカリスエットをいっきに飲み干す。これほど身体が水分を欲したのは、た
ぶん初めて・・ここからは山頂を仰ぎながらひたすら登っていく、6 合目を過ぎた辺りか
ら傾斜が急になり 7 合目からはさらにきつくなる。9 合目までくると傾斜も緩やかとなり、
心地よい風も吹いてきて、山頂まであとわ
ずか。山頂はドライブウェイの山頂駐車場
から 20 分で登ってこられるのでとても賑
わっていて、びっくり！とても広々とした
山頂でなぜか日本武尊の像が・・ゆっくり
と展望を楽しみ（残念ながら霞がかってい
て琵琶湖もうっすら見える程度）お花畑の
散策をしていっきに下山。
それにしても近江・美濃は遠い・・お疲れのなか長～い距離の長時間運転、ありがとうご
ざいました。感謝＆感激です。二度と行くことができないであろう（遠すぎて）山行とな
りました。
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会津駒ケ岳登山
記：小野寺
【日程】 平成 25 年 7 月 28 日(日)晴 【メンバー】 L 小野寺、兼堀夫妻、大竹

博

今週末は会津駒ケ岳に登ろうと思っていましたが、いつものメンバーからは、
「毎週は付
き合えないよ」とつれない返事。山の会では新人の私がお誘いを掛けるのは気が引けてお
りましたが、2 回の空振りの後に 2 回のヒットで兼堀夫妻と大竹さんの 4 人で登る事にな
りました。ネクスコ東日本のホームページから西那須野塩原 IC までの所要時間を調べたり、
IC から登山口までの一般道路が 90km もあるので、その時速を 60km にするか 50km にする
か迷い、法令順守で計画作成、5 時集合となりました。会津駒ケ岳は、中門岳までの往復
で 8 時間以上掛るコースなので 9 時までに入山しないと日没に間に合わなくなる事必至で
す。法令順守の私の車は、8 時半に登山口到着、9 時前の入山が果たせました。
登山口のあの階段は、長い歳月でだいぶ朽ち果てておりましたが、私の再来を待ってい
てくれました。ここからは森の中の急登が
続きます。暑いし視界は無いし辛いだけの
登りが続きます。前日の雨で粘土質の登山
道は滑りやすく糠っています。1 時間半ほ
ど登ると、中間地点の水場の入り口に到着
します。ベンチもある広い所で、2 分ほど
下った所に水場が有ります。ここは皆さん
休憩される場所なので、他の方との情報交
換で会話が弾む場所です。これまで何回と
なくここに寄って休憩していますが、水場
に寄った人が「感動的な水だ」と言うので
初めて水場まで降りてみました。本当に感
動的な水でした、会津駒ケ岳で再発見です。
クールダウンして再出発、同じ辛い登りが 1 時間ほど続き木道に出たときから景色が一転
します。稜線が草原になっており一気に視界が開けます。草原は所々湿原になっており池
糖も点在しています。花は、ミズバショウ・イワイチョウ・イワカガミ・イワオトギリ・
ウラジロヨウラク・ハクサンシャクナゲ・チングルマ・ハクサンコザクラ・タテヤマリン
ドウ・ワタスゲ・コバイケイソウ・キンコウカ・ギンリョウソウ・ショウジョウバカマ・
ゴゼンタチバナなど種類が豊富でした。頂上手前の駒ノ小屋で昼食後、展望のない頂上へ、
兼堀夫妻は戻って駒ノ小屋で待機、私と大竹さんで中門岳途中まで散策しました。駒ノ小
屋の前あたりから、雪渓もかなり残っており所々木道が隠れています。
雷鳴も聞こえるので早めに退却、温泉に浸かる事にして下山としました。下山の苦手な
私は皆さんのようにスピードが出ません、先に下りてもらいマイペースで下山を楽しみま
した。途中あの「感動的な水」を 2L のペットボトルとポットに汲んで下山、感動が薄れな
いようにポットに汲んだ「感動的な水」を帰りの車中でも楽しみました。大変良い山です
一度登ってみて下さい、「感動的な水」が途中待っていますよ。
急な誘いにも関わらず同行頂きました兼堀夫妻と大竹さん、楽しい山行でした感謝。
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日本４０高山

槍ヶ岳～前穂高岳
記：鎌形

瑞枝

✿日程・・・・・２０１３年８月１日～８月５日
✿メンバー・・・山口敏雄、大門京子、鎌形瑞枝
✿コース

８/１

２１時５０分

秋葉原発夜行高速バス乗車

８/２

新穂高バスターミナル 6：30 ― 白出沢出会い 8：30 ―
滝谷避難小屋 10：00 ―

槍平小屋 11：10 ― 乗越分岐 14：25 ―

飛騨乗越 16：20 ―槍ヶ岳山荘 16：35 ― 槍ヶ岳山頂往復―
槍ヶ岳山荘 18：10
朝食中に雨が降り出しレインウエアーを着ての出発となりました。脱いだり着たりの後
青空も見えだした。右俣谷沿いに白出沢、滝谷出会いと順調に進み、槍平小屋で昼食。大
休憩をとりました。南岳への直登コースがあり、若者が向かったようです。ひたすら登り、
久しぶりでクロユリに出会えました。５～６株有りましたがこの近辺はたくさんあるとの
事。乗越分岐付近はお花畑で、青空も見え、最高の日和でした。山荘が見えてからの長い
事。１０時間かけ槍ヶ岳山荘到着。宿泊手続き後、山口さんの“行こう”で山頂へ。４回
目の槍の登りは、今までで一番の緊張で、岩ト
レの重要さを思い知りました。飛騨側はガスが
まいていましたが、信州側はくっきり見渡せ、
常念がどんと控えていました。常念の山肌に槍
の影が伸びて、素晴らしい風景でした。山荘で
は夕食が始まり、山頂は人もまばらで、渋滞も
なく思う存分堪能できました。本日は八分の一
終了。山荘で社長の穂刈さんと 10 年ぶりにお会
いし、少しお話ができ、懐かしさで一杯でした。
社長は翌日、小さなリュックを背負い下って行
かれました。
８/３

記：鎌形

槍ヶ岳山荘 6：30 ― 中岳 8：00 ― 南岳 9：45 ― 長谷川ピーク 11：45
― 北穂高小屋 14：00

昨日の夕方から晴れてきた空は、今朝も雲一つない素晴らしい天気です。昨年、常念か
ら遠く見える槍ヶ岳にこんなに早く登る日が来るとは、最高～！

今日は大キレットを通

り、北穂高岳小屋まで、危険な岩場と聞いていたのでドキドキです。槍ヶ岳山荘を出て、
大ばみ岳～中岳～南岳と、天気も良く天空散歩に最適な日です。南岳からは岩場の下りと
なり、大キレットの始まりです。獅子岩の所でヘルメットを着用して、岩場に備える。慎
重に一歩一歩下って行く。鎖、ハシゴもあり、３００ｍ近く落とされ、長谷川ピークまで
１００ｍほど登る。下を見ると、渓谷側は絶壁です。少し下り、Ａ沢のコルでザックを下
35

して休む。のぞくと横尾谷が深い。少し登ると核心部の飛騨泣きになる。最初の取っ付き
でピンに手が届かず、手がかりを探して行けた時は岩トレをしていて良かった～の瞬間。
岩の連続上り、下りにはとても役に立ちました。北穂高小屋に着いた時はホッとしました。
振り返ると槍とキレットの眺めが素晴らしい。
「いちばん高いところにある山小屋」に泊ま
る。山口(敏)さんが一度来てみたかった山小屋だという。明日は若い時に、上高地から見
て、憧れだったが、見上げるだけだった、穂高連峰縦走です。とても楽しみです。
記：大門

８/４

北穂高小屋 6：15 ― 最低鞍部 7：30 ― 涸沢岳 8：36 ―
9：05 穂高山荘 9：28 ― 奥穂高岳 10：15 ― 12：07 紀美子平 13：00
― 前穂高岳 13：14 ― 重太郎新道 ― 岳沢ヒュッテ 16：10

前日は槍ヶ岳山荘から大喰岳・中岳・南岳・大キレット・北穂高岳の３千 M 峰４座縦走
の大展望と、憧れの北穂高小屋テラスから雲海の上に屹立する槍ヶ岳の雄姿を堪能するこ
とが出来て大満足の一日でしたが、縦走３日目は一転して雨中の出発となった。
６時１５分に北穂高小屋を出発してすぐに北穂高岳山頂（３１０６M）から松濤岩のコル
を過ぎ北穂沢源頭部をトラバース。北穂南峰・ドーム・滝谷も涸沢も雲の中で見えない。
何度か滝谷側と涸沢側を回り込み、鎖場を越すが両側は切れ落ちているはずなのにガスの
中で見えずに恐怖感はない。
最低鞍部にてしばしの休憩。涸沢槍への登りは梯子・鎖の連続で息をつく暇もない。D
沢のコル・オダマキのコルもそれと分からずに過ぎると、稜線に一羽の雷鳥がいて思わず
ホッとする。左手上部にピークが見えるので登ってみると涸沢岳山頂（３１０３M）で、危
うく通り過ぎるところであった。
雨はますます激しくなる中、白出のコルの穂高岳山荘に到着したが山荘の中は雨避けの
登山者で混雑しており、腰を下ろす場所もなく、暖かいコーヒーも立ち飲みの状態であっ
た。
小降りになり奥穂高岳に向け出発したが、いきなりの梯子と岩場の急登に喘ぎながら登
り、標高日本第三位３１９０M の奥穂高岳山頂に立つも何も見えずに感激は薄いものであ
り、記念写真を撮り前穂高岳に向け吊尾根を下った。
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吊尾根は思っていたよりも岩場が長く結構
大変であった。南稜の頭からは真下に涸沢カ
ールが望め大雪渓の下方に、涸沢ヒュッテと
涸沢小屋、その間にカラフルなテントの花が
咲いている。１２時過ぎに紀美子平に着き昼
食の大休憩。
休憩後１４分の登りで今回８座目の３千 M
峰前穂高岳頂上に着くも、奥穂高岳・ジャン
ダルム・北穂高岳から槍ヶ岳方面の山々は雲
の中で見えない。足下に涸沢カールや梓川は見えるが奥又白の池はガスの中、明神岳の三
つの岩峰が雲の中から聳えており魅力的である。
紀美子平に戻りひたすら急傾斜の重太郎新道を下る。紀美子平のすぐ下のスラブは鎖で
確保しないと怖く、三十数段の梯子は今回一番の長さで、雷鳥広場・カモシカの立場を過
ぎるとハイマツ帯からダケカンバに変わり、岳沢のガラ場を渡り１６時１０分に岳沢ヒュ
ッテに到着。
草加山の会４０周年記念山行４０座のうち、３千 M 峰８座登頂と山行の無事を祝ってビ
ールで乾杯。カンパーイ！！！
念願の槍ヶ岳山頂からの大展望と、３千 M の山々の雲上漫歩。苦しい岩場登攀を癒して
くれる可憐な花々との出会い。心に残る楽しい山行でした。
山小屋の予約、交通の手配等すべての段取りをして頂いたリーダーの鎌形さん、脚の痙
攣予防の薬を分けて頂いた大門さん、本当に有難うございました。
８/５

記：山口

岳沢小屋 7：00 ― 上高地 9：00

昨日夕方からの雨の中の出発でした。天狗の頭へ向かう人、奥穂へ向かう人、悪天であ
きらめ下る人、三者三様でした。私たちは上高地での入浴を楽しみにひたすら下りました。
梓川沿いは、さすがに夏休みで合羽を着た観光客はいて気の毒でした。10 年ぶりの河童橋
は色々思い出の多い場所でした。槍沢方面からも登山者がかなりいました。アルペンホテ
ルで入浴、バスで新島々へ出て、松本電鉄で松本へ。高速バスで日野バス停、タクシーで
日野駅、ＪＲで南越谷へ。割安で帰る事が
出来ました。
初めて槍ヶ岳に登って 40 年、思い続ける
と願いは叶う、そんな今回の山行でした。
予報より良くない天気でしたが、1 日中
降ることはなく、ガスの中の歩き、涸沢岳
の下りから穂高岳山荘では降られましたが、
その後回復し何とか安全に歩く事が出来、
敏雄さん、大門さんに感謝でいっぱいです。
ありがとうございました。
記：鎌形
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草津白根山

(2150m)

(群馬県草津町・嬬恋村)
記：小林

【日 程】2013(平成 25).8.4(日)

登山標高差＝150m

真一

累積高度＝496

【天 気】晴れ一時雨
【ﾒﾝﾊﾞｰ】Ｌ．鈴木(廣)、山﨑、小林(真)、新島、加藤
【ｺ ｰ ｽ】松原団地駅西口 5:30→藤岡 JNC6:30→8:21 草津白根弓池駐車場 8:41～本白根山
展望台 10:00～本シラネ遊歩道最高地点 10:25～12:00 頂上駅レストハウス 12:40
～弓池駐車場 13:00～湯釜 13:30～弓池駐車場 13:50→14:10 西の河原露天風呂＋
温泉街巡り 15:50→松原団地駅 21:00
感想として、草津白根山は 2000ｍ超で登り甲斐のある山と思っていたが、温泉観光併設
で気楽な山である。又、スキーの設備が整い、夏場は寂しいが，街は可成りの混雑で遊び
場的地域なのでしょう、全く落ち着きのない我々好みの所でありました。
印象
・ 湯釜のライトブルーの輝き。
・ 野生のカモシカが目の前に現れた(湯釜)。
・ 夏の盛りとしては厳しさも少なく適した天候でした。
・ リーダーのプレゼントにはビックリ。最初はオレンジ、次にどら焼き、昼食の冷えた
ノンアルコールビールと全くの驚きでよく重いものをと感心しました。
・ 無理せず、ゆったり、楽しく人の事を気にして、先を急がず。
・ 道中は渋滞にあったり長かったのですが退屈することなく暇がつぶせました。運転さ
れた鈴木さんご苦労様でした。
・ 山のコースは短いのですがどう通ってよいのか判りにくかったです。
・ 花と鳥は多く、コマクサはあたり一面に咲いているのがあっちこっちで見ることがで
き、又、ヒメシャジン(キキョウ科ツリガネニンジン属)が印象に残りました。
・ 草津温泉は効能書きが良く云われますが、露天風呂は刺激が強くて目に入ったら痛い
ぐらいです。山﨑さんからペーハー値で１．４６と書いてあったとか。ビックリ。こ
れが効能の所以でしょう。
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立山・剱岳・奥大日岳 室堂からテント泊周回
記：山口 裕史
◆山行日：2013 年 08 月 09 日(金) ～ 2013 年 08 月 11 日(日)
◆メンバー：L 山口（裕）、山口（敏）、三浦 （敬称略）
◆コースタイム：
1 日目：7 時間 45 分
室堂 9:15→10:40 浄土山北峰→11:00 浄土山南峰→龍王岳 11:20→11:50 一ノ越 12:00→12:55 雄
山→13:40 大汝山→14:05 富士ノ折立→15:50 別山 16:10→17:00 剱沢野営場
2 日目：10 時間 30 分（剱岳登頂＆雷鳥平へ移動）
剱沢野営場 6:00→剣沢小屋 6:30→剣山荘 7:00→一服剱 7:35→前剱 8:30→10:15 剱岳山頂 10:55
→13:15 剣山荘→13:50 剱沢野営場（テント撤収）14:35→15:20 剱御前小屋→→16:30 雷鳥平野営
場（テント泊）→立山ロッヂで温泉入浴
3 日目：6 時間 30 分（奥大日岳ピストン＆扇沢へ下山）
雷鳥平野営場 4:00→5:45 奥大日岳 6:30→7:50 新室堂乗越→8:15 雷鳥平（テント撤収）→10:15
みくりが池温泉（入浴）11:20→室堂 11:30
室堂～トロリーバス～ロープウェイ～ケーブルカー～トロリーバス～扇沢 13:20
以前、園木さんと歩いた猫又、大猫に登った時に北側から剱岳を間近に見て来年は王道
ルートで絶対あの山頂に立とうと思った剱岳。念願の剱岳に登るべく、立山、剱岳、奥大
日岳と欲張りコースで計画しました。扇沢は初めてで乗り継ぎがたくさんあって心配でし
たが、お盆前の金曜だったためか思いのほか空いていたと思います。
1 日目の立山縦走は天候にも恵ま
れた。今回は浄土山・龍王岳・雄
山・大汝山・真砂岳と立山全てを
歩いたが、龍王岳では南側に槍ヶ
岳や笠ヶ岳などの北アルプスの
峰々が見える。眼下に広がる五色

ヶ原の景色を見たら歩いて薬師岳まで行ってみたく
なる。いつか計画しよう。一ノ越を経由した雄山の
登山道は非常に賑わっている。登山道は結構急でザ
レており学生団体など登り慣れていない人も多く落
石は注意する必要がある。雄山から剣沢までのルー
トはめっきり人が少なく欲張りな陵線歩きができた。
別山に着いた時には憧れの剱岳が眼前に広がり、剣
沢野営場へ向かう登山道ではこの剱岳を正面に下る。
テントでももちろん正面に剱岳。テントの入口を開
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けて贅沢なこの景色を見
ながら飲むビールは格別、
これだけでも来た甲斐が
あったものだ。
2 日目中にお目当ての剱
岳と思っていたが、朝起
きるとガスの中。予定よ
り 2 時間遅らせたが回復
しないので出発。結局終
始晴れることは無く、登
頂はしたものの残念な結
果だった。ホールドスタンスがしっかりしているので岩トレ経験者であれば全く怖くない
だろう。噂に聞くカニのタテバイ、ヨコバイでは 30 分以上の渋滞。お陰で雷鳥沢テント場
まで行く時間が結構押してしまった。雷鳥沢野営場はテントがぎっしりで張る場所を探す
のが大変なくらい賑わっていた。5
分も歩けば立山ロッジがあり温泉に
入れる贅沢な場所で立山・別山・大
日と山に囲まれロケーションも最高。
3 日目、いよいよ帰る日だが奥大日
岳まで軽身でピストン。早朝は雲が
かかっており奥大日岳山頂では剱岳
の山頂は雲の中。早月尾根が山頂ま
で延びる東側の剱岳が、南面から見
る姿とは一味違う。登山道ではチン
グルマ、コバイケイソウなのどの高山植物が群生していて見事だった。テント場で片付け、
みくりが池で温泉に入り充実した周回ルートを予定通り歩けた。
剱岳での展望が無かったので是非もう一度登りたいが、
「点の記」で登り詰めた長次郎谷ル
ートや、北方陵線からのアタック、早月尾根日帰りもチャレンジしてみたいと思う。
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南アルプス

聖岳～赤石岳（聖岳 3013ｍ/赤石岳 3120ｍ）
記：新島、大門、森

日

時

メンバー
コース

2013 年 8 月 9 日（早朝）～8 月 12 日
L 園木、大門、新島、森
9 日

園木宅 2：00→新東名新静岡インター→畑薙ダ→ム夏季臨時駐車場 7：50
→8:45 聖沢登山口→14:40 滝見台→16:05 聖平

10 日

4:40 聖平テント→6:15 小聖岳 7:45 聖岳→8:10 奥聖岳→8:45 聖岳→
11:05/114:20 兎岳→13:20 中盛丸山→14:45 百間洞山の家

11 日

5:35 百間洞山の家→6:45/6:55 百間平→9:05-10:258 赤石岳避難小屋・赤石
岳→13:50

12 日

5:20 赤石小屋→8:40 椹島

草加を午前 2 時に出発。いよいよ南アルプス聖岳～赤石岳へ。新東名新静岡インターから
口坂本温泉経由畑薙ダム駐車場、東海フォレスト送迎バスで聖岳登山口へ。「絶対登りき
る！」
「皆で笑顔で桜エビを食べる（由比のさくら屋さん）！」と強い決意を胸に登り始め
る。スタート直後から道は急な斜面を登っていく。緑のシャワーを浴びながら聖沢吊り橋
が登場。ゆらゆらと陽気に渡る。河原
に下りてひと休み。せせらぎの清涼感
にホッとする。このあたり蛭がいると
の情報もあったが軽く見過ごす。急坂
あり、吊り橋あり、トラバースあり、
変化に富んでいる。途中あちらこちら
にこんこんと水が溢れて、冷たくて美
味しい。右に聖岳を仰ぎながら聖平小
屋を目指す。たまに吹き抜ける風が心地よい。沢に近づき離れつつしていくうちに聖平に
到着。テントを設営して、お疲れさまの乾杯。前菜の冷やしトマト、ししとうとシャウエ
ッセンのオイスター炒め、そしてマーボー春雨、園木シェフの美味しい山ごはんで楽しい
宴。一日目が暮れてゆく・・私達の山行は始まったばかり、まだまだつづく・・・

今日

は今回山行難関の聖岳～百間洞までだ。朝 2：30 に起床。天の川と満天の星空に感動。今
日も晴天です。頑張ろう！
朝食、身支度を済ませ朝露に濡れたテントをたたみ 4:30 に出発する。森林の中を歩きザレ
を登り、小聖岳（2662ｍ）左に兎岳と避難小屋、正面に聖岳が大きい。
ハイマツのガレを注意して、ジグザグに下り（前）聖岳（3013ｍ）（日本アルプス最南の
3000ｍ峰）に着く。5～6 人のパーティのうち一人が今日聖岳で百名山達成！皆で拍手。
奥聖岳まで空身往復してくる。ここからガレ場の急坂を聖兎のコルまでトラバースで下る。
岩場を登り尾根筋を登り、兎岳山頂（2818ｍ）に着く。再び下って歩き、又登り返して小
兎岳に着く。目の前にはまだ通過しなければならない中盛丸山が大きく見える。小兎岳か
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ら森林限界まで一度下り、尾根筋に出て上りとなる。夏の暑い日差しとアップダウンの多
いトラバースの連続で体力も失われてきている。中盛丸山（2807ｍ）に到着した時はバテ
気味です。今日歩いてきた聖と兎が後方に大きく見え達成感で一杯です。ここまでくれば
あと一息！と思いきや百間洞までは、
またやトラバースして林の中を下る。
長かった～。小屋には聖岳方面、赤
石岳方面から来た人でいっぱい。静
かに休みたいという事でテントに変
更。テン場にテントを張る。今日も
10 時間の歩き良く頑張りました。こ
の達成感プラス疲労感はあと何回味
わう頃が出来るか？
園木さん、森さん、新島さんありがとうございます。
今回の山行の一番の難関を突破して、翌日は少しのんびりペースで歩くことになりまし
た。一番楽しみにしていた百間平からの気持ちのいい岩尾根を朝日に照らされ歩き、赤石
岳避難小屋までの急坂を登り、素敵な管理人さんのいる避難小屋で休憩。雲一つ無い晴天
の 360 度パノラマの景色を眺め美味しいリンゴとコーヒーでまったり 1 時間ほどブレイク
タイム。管理人さんが、望遠鏡まで出してくれて登ってきた聖岳を見せてくれました。
「今
日はこのまま、まったりここにいた～い」という悪魔のささやきも聞こえてきましたが、
富士見平までに綺麗なお花畑があるという話に重い腰を上げました・・おっと赤石岳山頂
も踏んでない。山頂からは富士山が見え隠れしていました。イブキジャコウソウ、チング
ルマ、ウスユキソウ、シナノキンバイ、ハクサンイチゲ等高山植物の宝箱の中をゆっくり
写真を撮りながら歩き富士見平へ、ここではガスが出てきて期待していた眺望はなし、赤
石小屋に到着し、この日荒川三山を縦走
してくるパーティと合流しました。お互
いの山行の話で盛り上がりベンチで夕暮
れまで過ごし就寝。素泊まり用の小屋は
20 名程で混んでいましたが、皆静かにぐ
っすり眠れました。
翌日は 10 時のバスに乗り込む予定で
下山開始、椹島には早い時間に下山しま
したが、お盆シーズンと重なり登山者も多かったのでしが、バスの座席は余裕で手に入れ
ることができました。白樺荘で温泉に入り、お約束のご褒美！桜エビのかき揚げとシラス
丼、黒はんぺんのフライ等を美味しく頂いて帰路につきました。
16 キロもの荷物を背負って高低差がある険しいルートを歩く事ができ、ずいぶんスキル
アップできました。この山行を達成するために前々からトレーニングや準備をしてくださ
ったリーダーに感謝すると共に、一緒に歩いてくれた仲間にありがとう、お疲れ様でした。
さて、私の南アルプス全山制覇の野望は続くのであった・・・（律）
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荒川三山～赤石岳
記：池本

均

日時：平成２５年８月９日～１２日
メンバー：L 石井美樹、鈴木勝幸、橘高志、池本均
コース：８／９

松原団地５：５０＝畑薙第一ダム夏季臨時駐車場１１：５０～
１２：００＝（送迎バス）椹島ロッジ１３：００

８／１０

椹島ロッジ３：５０～清水平７：３０～見晴台８：４０～
駒鳥池１０：０５～千枚小屋１１：０５

８／１１

晴れ時々曇り

晴れ時々曇り

千枚小屋５：００～千枚岳５：４５～悪沢岳７：２５～３５～
中岳８：４７～前岳９：０５～荒川小屋１０２５～１０：４０～小
赤石岳の肩１２：３５～赤石岳分岐１３：００～赤石岳１３：２５
～３０

～分岐１３：４５～５５～富士見平１５：５０～赤石小

屋１６：３０
８／１２

晴れ時々曇り

赤石小屋５：００～椹島ロッジ８：４５～１０：２０＝（送迎バス）
畑薙第一ダム夏季駐車場１１：２０＝赤石温泉白樺荘（入浴）１１：
３０～１１：５０＝松原団地１８：５０解散

１日目

晴れ時々曇り

新東名高速新静岡 IC から降りて、橘ドライバーが、かなりとばしてくれて、１２
時発の送迎バスに、間に合う。予定通り、静岡市葵区の椹島ロッジに１３時に到
着。因みに、出張の時、静岡市職員から仕入れた石井情報によると、市内には、
３，０００ｍ以上の山が、６座あるそうです。悪沢岳（３１４１ｍ）、間ノ岳（３，
１８９ｍ）、赤石岳（３１２０ｍ）、塩見岳（３，０４７ｍ）、農鳥岳（３，２６
ｍ）、聖岳（３，０１３ｍ）です。ロッジでは、敷地内を散策し、生ビールで乾
杯し、缶ビール、持参の酒などを、飲んで時間つぶしをする。

２日目

暗い中、ヘッドランプを点けて出発。滝見橋手前左からトラバースし、吊り橋を
渡り、急坂を登り、シャクナゲの群生地を過ぎ、鉄塔下を抜け、尾根を登り林道
に出て、階段を登って小石下からなだらかな尾根を行くと、水場の清水平に着く。
暑さのなか、冷たい水が、おいしい。さらに、１時間ほど、オオシラビソの美し
い森を登ると、本日唯一の、展望地の見晴台に着く。右に悪沢岳、正面に小赤石
岳が大きい。雄大な景色に癒され、静かなたたずまいの駒鳥池を抜けて、標高差
１５００ｍの千枚小屋に着く。午前１１時５分だが、荒川小屋まで歩くのは、長
丁場であり、荒川小屋に泊まっても、一日日程を早めることができないので、計
画書通り、千枚小屋止まりとする。小屋の裏は、見事なお花畑。ヤマトリカブト、
エゾシオガマ、バイケイソウなどが咲き競っている。午前中に着いてしまったの
で、とりあえずビールで乾杯し、焼酎、ウイスキー、電気ブラン、日本酒と食堂
で酒盛りとなる。エダマメ、キムチを注文し、小屋は、居酒屋と化し、午後４時
の看板まで居続けて、追い出される。
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３日目

個人的には、前夜は一睡もしておらず、食欲もなく、小屋の朝食を半分

しか食べられなかった。午前５時出発。ダケカンバの美しいを歩き、森林限界を
過ぎてザレ場を直登して千枚岳（２８７９ｍ）着。今回初めてのピークである。
赤石岳が美しく、塩見岳から蝙蝠岳の展望も素晴らしい。つぎのピーク丸山（３，
０３２ｍ）は、強風で、とばされそうになる。途中、ライチョウが６羽姿を見せ
る。ここから、荒涼とした岩場の連続で、名前の通りの悪沢岳（３１４１ｍ）到
着。３６０度の展望で、南アルプスの主要山岳が、眺められる。ガレた急坂を下
り、コルから登り返して、避難小屋の先が、中岳（３、０８３ｍ）。さらに、空
身で、前岳（３，０８６ｍ）をピストンする。中岳からの下りは、南アルプス最
大級のお花畑。マツムシソウ、ハクサンイチゲ、シナノキンバイ、ハクサンフウ
ロなどが、見事である。鹿の食害から守る為、鉄製のゲートが取り付けられてい
る。
荒川小屋で休憩し、急登の後、森林限界を越えて大聖寺平へ。この辺りから、疲
れがどっと出る。歩幅を小さく、呼吸をゆっくりという、石井リーダーの指示の
もと、長い登りをへろへろになりながら、小赤石岳の肩へ。疲れガピークになる。
睡眠不足、食欲不振、脱水症状、下痢（すぐに止まる）、歯痛（下山後１０年ぶ
りに、歯医者へ行き抜歯）と最悪。勝幸さんに、食料を持ってもらう。メンバー
よ、ありがとう。赤石岳分岐で、小生だけ、荷物番をして、３人は、空身で赤石
岳へピストン。休憩で疲れが回復し、急坂を下り、多数の桟道をトラバースして、
好展望の富士見平を経て、赤石小屋到着。ここで、聖岳から下って、テント泊の
園木隊と合流。山で、仲間に遭うのは、何とも嬉しいものだ。その夜は、３人は、
消灯後も外で酒を飲んでいたが、こちらは、８時に爆睡。
４日目

食欲も回復し、朝食後、５時出発。園木隊は５時２０分出発。２０分のハンデも
何のその途中で追いつき、抜かれてしまう。大門、新島、森の若手女性メンバー
の元気なこと。
展望のきかない樹林帯をひたすら下る。石井氏の所有物を借りて、橘さんが、ス
トックデビュー。何とか、ほぼ、コースタイム通りに、椹島ロッジに到着し、園
木隊の歓迎をうける。往路と同じように、送迎バスに乗り臨時駐車場へ。そして、
車で１０分ほどの白樺荘で入浴し、心身サッパリする。帰路の高速では、渋滞に
はまり、予定より遅れたが、無事到着。ドライバーの勝幸さん、ありがとう。今
回の山行は、リーダーの石井さんはじめ、勝幸さん、橘さんに、お世話になりっ
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ぱなしでした。あらためて、ありがとうございました。
追記

帰宅し、靴下を脱いだら、出血して、血が凝固していた。ゲル状の部分を、ピン
セットで、取り除き、水洗いして、ムヒを塗り、バンドエイドを張る。ネットで
検索すると、南アルプスの玄関口、本川根でヤマヒルが、大量発生という記事が
ーーー。
しかし、２週間たった今も、痛くも痒くもありません。

２０１３年「夏」谷川岳（西黒尾根）
・日時

記：浅井 昭光

８月 10（土）PM4：00～11（日）

・谷川岳西黒尾根コース～谷川岳山頂～天神ロープウェー下山
・メンバー

L 祐子、昭光、阿部、小野寺英子

連日の猛暑の中、夏山への足慣らしに谷川岳の西黒コースを行くことにした。呼びかけ
をしたところ、阿部さんと、英子さんが参加をしていただき、前日の午後４時に草加を出
発。
高速道路は、帰省車で混むかと思ったがスムーズに走り、ロープウェイ駐車場に７時ご
ろに着いた。途中で仕入れたつまみで酒盛りを始め、静かで涼しい事に皆喜んで明日を楽
しみに寝る事にする。
朝 4：00 に起床し、朝食を食べ身支度をして登山口に 5：20 に出発した。
雪のある時とは景色がまるで違い、阿部さんと小野寺さんは夏の西黒は初めてと言うこと
もあり、かなり驚いていた。この辺が雪洞を掘った所だと言っても驚きの声のみだった。
途中、若い学生さんの男女 5 人パーティーに抜かれたが、ラクダのコブを過ぎた辺りの見
晴らしがきくあたりで、追い抜く事が出来た。その際に、始めて登るような女性がいて足
を引っ張っているらしい事が分かった。内の優しいメンバーが、ザックの乱れを指摘して
直してあげた。パーティのメ
ンバーも素直に有難うござい
ます、とお礼を言って喜んで
もらったことが嬉しかった。
10：30 に山頂につき、小屋で
ビールを買って乾杯！昼寝を
して下山。
駐車場には、13：00 に着き
風呂に直行した。そこの風呂
には、岩魚の釣り場がありし
ばらく楽しんで帰宅した。参
加してくれたお二人さんお疲
れさまでした。
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高山・戦場ヶ原

(1667m) (栃木県日光市)
記：山﨑 正夫

【日 程】2013(平成 25).8.16(金)

登山標高差＝288m

累積高度＝288m

【天 気】晴れ
【ﾒﾝﾊﾞｰ】Ｌ．山﨑、下川
【ｺ ｰ ｽ】草加駅 6:21→6:44 春日部駅 6:53→8:25 東武日光駅 8:36～9:43 滝上 9:50～11:20
高山 11:55～バス道 12:30～小田代原～13:00 戦場ヶ原～14:55 赤沼 15:01→15:15
東武日光駅 15:31→17:57 草加駅
北アルプス裏銀座縦走を控えて、健脚の女性陣に迷惑をかけては申し訳ない、少しでも
足慣らしをしなければ。でも暑いのは困ると、日光・高山に行った。
高山は祐子さんリーダーの雪山で１回行ったことがあるが、雪のない時では初めてであ
る。竜頭の滝上バス停で降り、駐車場の脇の登山口から歩き始める。登山道に入ると観光
地の喧噪から離れ、我々二人だけの世界となる。光り輝く緑や、木々の間から覗く中禅寺
湖や小野寺グループが登っている男体山の景色を楽しみながら、高山山頂に着く。本日、
登山口に入ってここで初めて人に会う。お互いに写真を取り合って、ゆっくりと昼食を摂
る。その間、２組のグループが到着する位で
静かだ。割と急な坂を下り、フェンスの扉を
出て、電気自動車専用のバス道に出る。野鳥
もいるようなので、戦場ヶ原を回って赤沼に
出ることにする。下川さんは双眼鏡を撮りだ
し、野鳥観察に余念がない。今までに見たこ
とのない小型のきれいな２種の蝶を写真に撮
ったり、野鳥観察の人の話を聞いたりして、
赤沼に近づいたところ、若いお巡りさんが何
か叫んでいる。何だろうと思って近づいてみ
ると、小熊がいる、親熊が近くにいるはずだ
から注意するようにと、警戒してくれている。１０ｍも離れていないところに小熊が静か
にこちらをじっと見ている。自然の熊を見るのは初めて、それもこんなに人通りの多いと
ころにいること、そして毛が黒々としてきれいなのに吃驚した。赤沼に着くと、間もなく
バスが来るので駅まで向かう。お盆休み中なので、
バスも立ち客で一杯になる位混んでいる。駅では快
速電車が既に停車中で、下川さんは電車に、私はビ
ールを買いに行く。電車も混んでいて、下川さんが
見つからない程だったが、手を振ってくれたので、
漸く見つけることができた。下川さんの機転で席に
座ることも出来、ゆっくり帰路に着く。車中では行
きも帰りも下川さんは婦人から声をかけられお話し
に弾んでいた。
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男体山（２４８４M）
記：八並

絹代

■日時：２０１４年８月１６日
■メンバー：L 小野寺（英）・山本・張替・小林（い）・八並・
■ 行程：志津登山口 7:11------5 合目 8:25------8 合目 9:32-----山頂 10:11---下山口
13:04
今月２５日からの裏銀座山行のトレーニ
ングを兼ねて男体山に参加した。朝 3:３
0 分山本さんが各家庭を廻って車で迎え
に来て下さり嬉しい限り。それに厳しい
二荒山神社から登るものと覚悟していた
が志津登山口から登るとのことでほっと
した。
かつて志津林道は悪路で車は入らないも
のと思っていたが、いつのまにか舗装さ
れて路肩に４～５台止っていた。本来、
志津林道は通行禁止で観光課に問い合わ
せしても建て前はあくまで通行禁止だそ
うだ。実際、橋の取り付け工事中でお盆
のため工事は休みのようだった。
連日、うだるような暑さなのに志津登山口で下車するとほんとうに涼しくて、爽やかで、
気持ちのいいこと、おまけに雲ひとつない快晴。昨夜雨が降ったのか下草が濡れていた。
登山道は少しあれていたが二荒山
神社からの登りと比べると難なく
登ることができた。頂上からの眺
めもすばらしく箱庭のように美し
い。日光の山はどこを歩いても楽
しいなあ～日光に何回来ても飽き
ないなあ～と再認識した一日でし
た。
日光
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大好き！

武 尊 山（上州）

2158ｍ
記：松井

多喜雄

◆日程：８月１６日（金）
◆メンバー：L 松井、会員外 2
◆天候：晴れ
◆コース： 川場スキー場駐車場 5：30 ～ 6：28 高手山 6：39 ～ 9：05 西峰 9：10～ 10：
20 剣ヶ峰山頂 10：27 ～ 10：40 剣ヶ峰下・昼食 11：30 ～ 西峰 11：58 ～
高手山 13：43 ～ 川場スキー場駐車場 14：18

今回の上州武尊山の登山は、相模原の兄より年賀状で、
「夏に武尊山へ登りたい」との文
面がしたためてありました。自分は、そのことをすっかり忘れており、長い盆休みを利用
して、自転車で田舎へ帰ってみようと密かに考えておりました。
そんな折、７月２８日、田舎のお祭り日に弟よりメールが入りました。内容は、帰省中
の兄が武尊山はいつ登るのかと言っている旨でした。とっさに盆休みに行くと返事をして
しまいました。
武尊山は、子供の時から数回登っております。兄弟で登るのは、今回で２回目です。兄
７３歳、弟６２歳、松井６４歳。アウトドア好きの３兄弟での珍道中の始まりです。
８月１５日に実家に戻り、８月１６日午前４時に起床して、４時３０分に実家を出発し
ました。事前に調べておいたセブンイレブンにて朝食・昼食を買入れ、川場スキーの駐車
場へ向かい５時３０分に入山しました。１時間程で高手山（1373.9ｍ）に着き、約１０分
間の休憩を取り、２時間３０分位で西峰（1870.5m）に着きました。西峰では、約５分の休
憩を取り剣ヶ峰へ向かい、１時間１０分程で剣ヶ峰山頂（2020m）に着きました。
地図で時間をチェックしたところ、剣ヶ峰山頂から武尊山山頂への時間が往復２時間
３０分かかってしまうため、帰りの時間や体力を考えて剣ヶ峰で下山としました。
久しぶりの兄弟登山で、兄弟の絆が深まった武尊山登山でした。
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会山行

４０座

甲 斐 駒 ケ 岳 (2,967) ・ 仙 丈 ケ 岳 (3,032)
記：

兼堀

善和

山行日：平成２５年８月１６日（金）～１８日（日）
メンバー：Ｌ兼堀（善）・浅井（昭）・浅井（祐）・杉山・芳野・石井（文）・新島・
牛山・森・大竹（一）・鎌形
コース：１６日

松原団地 12:00～中央道・中部横断道南アルプスＩＣ山梨県民の森グリ

ーンロッジ 14:35 テント設営
17 日

温泉入浴・食事・買出し

夕方宴会

グリーンロッジ 4:00～芦安駐車場 4:40～バス 5:30～広河原 6:30～北沢峠

6:50～テント設営 7:45 出発～仙水峠 9:02～駒津峰 10:50～甲斐駒山頂 13:20～
駒津峰 15:00～テント場 17:45
１８日

出発 4:00～大平山荘 4:35～馬の背ヒュッテ 7:10～仙丈山頂 9:00～

小仙丈 10:05～大滝ノ頭５合目 10:55～テント場 12:10～北沢峠バス 13:10～
広河原 13:30～芦安駐車場 14:30～松原団地 20:00
今回の山行は摩利支天をしたがえた格調高い山と「南アルプスの女王」と言われる素晴ら
しい二山を、草加山の会イレブンで登れたことに感謝！それと旧会員のパワフルな高田さ
んと数回会え、雷鳥親子に１メートルの近さで出会えたことを含めいろんな出会いを経験
できた山旅であった。
40 座の内で是非登ってみたかったこの二山のリーダーに指名され、まだ登ったことがな
い山で心配したが大竹さん・浅井さんが参加してくれることになり心強かった。すごく人
気の山で山小屋予約が難しかったのでテント泊に決め、１１名で行くことになった。
初日登山口に近くテント使用料が安い県民の森でテントを張り、まずは宴会で気の合う
仲間と飲めて楽しかった、テント泊も初めての経験だったがなかなか眠れなかった。
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二日目いよいよ甲斐駒ケ岳にて
るさん先頭お願いし樹林帯を登っ
て駒津峰で食事、展望の素晴らし
く仙丈ケ岳がくっきり。六方石で
摩利支天に３名向いその後合流し
て甲斐駒山頂に到着、雲に隠れて
眺めは少し残念であった。下りは
双児山コースを降りてきたが長く
感じてビールが恋しい時間帯であ
った。
三日目仙丈ケ岳にまた３時起き
４時出発、痛風の痛みはあったが楽しみが勝っていざ出発、大平山荘横から藪沢新道を登
って行ったが沢沿いの道で途中に滝が数か所あり、残雪があったりでまるで天然クーラー
の中の中にいるようであった。途中に高山植物が数種類咲いていたり雷鳥の親子４羽を１
メートルの近さで観察でき、山頂では富士山と北岳ツウトップが肩を並べ３６０度パノラ
マワンダフル！！小仙丈岳から大滝の頭を下って行ったが行きかう若者が多くさすが人気
の山だとつくづく思わされた。予定通りのコースタイムで下山でき、帰り予定より早くバ
ス出発し中央道渋滞あったが夕食・入浴すませ８時には帰り着いたのでホッとした。
今回参加して頂いたメンバーの方々有難うございました、特にてるさん・会計をお願い
した森さん・美味しいカレーを調達頂いた祐子さん・テントに走った大竹さん有難うござ
いました。
４０座

任務

完了！！！
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山行紀行

～夏～
記：浅井祐子

6/29 唐松山(新潟/魚沼)

L.浅井ゆ、小野寺英、松田、下川、鎌形、

草加 5:30=小出 IC=旧広神村=登山口 P8:45 出発 – 唐松山 12:30 – P15:40 =入浴=帰路
梅雨真っ盛り、晴れの予報は新潟だけ…で、赤岳の予定を急遽変更して関越道の小出まで。
標高は 1000ｍ程ながらも奥深い山であった。イワウチワを見に行った権現堂山とは尾根続
きの唐松山は、越後三山や浅草、守門などの名山に隠れ地味な存在はぬぐえない。が逆に
静かな山旅を満喫出来た。美しいブナ林や展望のきく尾根は気持ち良く、滝をめでたり、
「猫岩」と称する奇岩を通過したりと、長丁場の割に飽きさせない。但し登る時期をミス
ったか…? 暑さでみなバテ気味。残雪か花とブナの新緑、又は紅葉の季節がお勧めである。
今回、予想以上の暑さで、水分が足りなくなりかけた。山行に携帯する水分、もう一度
自分の必要量を見直してみてはいかがでしょうか？
水分量の目安：5ml x 体重 x 行動時間

(例)50ｋの人が６時間行動予定なら 1500ｍｌが

最低必要となる。特に夏は水分不足は命取り。下山完了時に余る位の水分量の用意を!!
7/20(土) 焼山沢～美ケ原/王ケ頭(2034m)

L.祐子、いつ子、松田、関口、阿部、山﨑、

草加 5:30=旧武石村/焼山沢.登山口 P9:00 - 王ケ頭 12:15 – Ｐ15:45 = 入浴～帰路 20:00
暑さから逃げるべく美ヶ原高原へ。車でも頂上のすぐ近くまで行けるのだが、今回は渓
谷美溢れる焼山沢のコ-スを選定。マイナスイオンたっぷりの沢沿いコ-スには、樹齢 400
年のトガの親木や焼山の滝、ひかり苔と、涼やかな風の吹く原生林の中を飽きることなく
楽しめる。やがて草原に飛び出ると、何とそこは放牧されている牛たちの牧場内。ハイカ達がこちらを見て、なにやら不思議そう…。まったりと草を食む牛たちの横を「ちょっと
失礼～!」と挨拶しながら通り抜け、電波塔の乱立する少々興ざめの王ヶ頭山頂へ。日差し
は強いものの高原を吹く風は涼しく、360 度の見事な展望を生Ｂ片手に満喫だ～!
8/10 夜-11 谷川岳/西黒尾根

L.浅井ゆ、テル、阿部、小野寺英、

土合 5:00 – 谷川岳 10:00-11:00 – 土合 13:00 鈴森の湯で入浴&イワナ釣り
暑さから逃げたく沢へ行きたいのだが、足慣らしを希望するテルに沿い西黒尾根へ。
下山後の釣に乗ってくれた阿部さんと英子さんの同行もあり、土合でのプチ宴会も楽し…。
翌早朝より出発、マチガ沢を覗きながら花や岩場を楽しみ、涼風に癒されるひととき…、
幾度登っても飽きさせない谷川である。肩の小屋でしばしの昼寝は至福の時間。その後の
釣りタイムでイワナ 9 匹を釣り上げたテルには、さらに幸せな 1 日になった事だろう…。
8/16 昼-18 甲斐駒ヶ岳&仙丈ヶ岳 L.兼堀善、以下総勢 11 名
久しぶりのテントを楽しみながら、好天に恵まれ南アルプスの 2 つの名峰に挑戦出来た。
どちらの山も雄大で容易ではなかったが、それだけに感動の登頂だ。両日共、若い登山者
の多さに驚いた。が色々と「え～それ変でしょう?」と老婆心が働く場面も多く、最近の登
山事情にちょっとイラっとくる夏山でもあった。が、それはまた別の話…。
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６～８月の山行から

★

編 集 後 記

★

2020 年五輪開催が東京に決定するニュースを聞きながらの編集作業。７年後の自分は還暦。
諸先輩を見習い、それまでは健康で元気に山に登りたい。
今回、初めての編集担当。「Word2003」を使っているため、兼堀 編集委員から最初の原稿
をもらったとき、ファイルが開けずアタフタする。 山﨑 編集長より無料変換ソフトのダウロ
ードを教えてもらい無事開けるようになり一安心。
会員皆さんから送信されてきた原稿を標準書式に変換すると、文章や文字がずれるため編集
作業を始める。今までは、書式など気にせず原稿を提出していたが、気配り、心配りが足りな
かったと反省次第。
原稿を提出いただいた皆さん、ありがとうございました。
三浦
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藤博

発 行 日

平成 25 年 9 月 19 日

編 集 者

三浦

藤博

発 行 者

石井 美樹
草加市旭町 5-11-12
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草加山の会
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