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コ ー ル
記： 杉山 清美

私が「草加山の会」に入会したのは、確か平成元年だったと思う。

思い起こせば、女子中学時代に父に雲取山に連れて行ってもらったのが私の山への入門

だった。女子高校には山岳部があり入部。丹沢、中央線沿線の山々、そして夏山には白馬

岳など顧問の先生とガイドさんが北アルプスに連れて行ってくれた。

その後は結婚、三人の子育てのため山から遠ざかっていたが、下の子が小学生になると

子ども達と一緒に尾瀬や八ヶ岳などファミリー登山をした。しかし元気な子どもと私との

体力の違いを感じてもいた。

小学校のＰＴＡで知り合った大河原さんから草加山の会の存在を知り一緒に入会した。

女子校育ちの私は、男性会員もいる山の会はとても新鮮だった。夜に出歩くことのなかっ

た私が、例会後の原田屋さんでの飲み会でお酒を飲むことを覚え、夜遅くまで皆と車座に

なってお話しする楽しみも覚えた。テント泊を知り、地べたに寝て同じ釜の飯を食べた。

そうしているうちに兄弟姉妹のような信頼や絆が生まれてやすらぎの場になっていった。

この２７年間、心に残る思い出がたくさんある。谷川の雪洞、蝋燭の炎がゆらゆらとロ

マンチックだったし、帰り道のシリセード？に子どもの頃に返って歓声を上げた。雪の三

斗小屋温泉の露天風呂に何シーズン入りに行った事か。峰の茶屋で突風に飛ばされそうに

なり、男性会員に手をつないでもらって難を逃れたりした。尾瀬も四季折々行ったが、先

日、雪の至仏山に登頂したので、以前登った雪の燧岳と両方の山の頂から広い尾瀬ヶ原を

望むことが出来、長年の念願が叶った。

北アルプスでは、笠ヶ岳のブロッケン、雲海が尾根から溢れ出して滝のように流れる様

や、大きな流れ星。槍から北穂高への大キレットを飛び移った時の恐怖。白馬岳は大雪渓

を三度も登り色々なコースに挑戦した。槍ヶ岳にも何度か登った。昨年６９歳で登った裏

銀座は、久し振りにコマクサや高山植物にたっぷりと会えてとてもうれしかった。

南アルプスには貧血のまっ只中に登れる山ではないと思っていたが、テントと水を持ち

上げていただき明石岳に登頂することが出来た。頂上でのテント泊は初めてだった。夕方

に尾根に立つと白い雲が寄せては返す波のようだったし、夜には満天の星空と人工衛星が

ゆっくりと流れていった。そして特筆しなくてはならないのは屋久島だ。鹿児島からフェ

リーで行ったのだが、フェリーに驚いて何匹もの飛び魚がうろこを光らせて海上を飛び交

う。イルカの群れが猛スピードで船に伴走してくる。長い船旅も甲板にいて飽きなかった。

ヤクシカ、ヤクザル、縄文杉、そして幻の焼酎三岳。

多くの山々に登ったが、山は独りでは登れない、一緒に登ってくださった皆様の友情に

感謝。本当にありがとう！ありがとう！
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平成        年 月  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 3/1
中 山 道
(No.4)
吹上～深谷

石井(美)

石井(文)、大木、中島、杉山、兼堀(善)、
兼堀(恵)、黒澤、上原、森(花)、平野、
阿部、澁谷、和田、畑野、鈴木(廣)、大畑、
宮地、木原

個 3/7
四阿屋山
(秩父)

石井(文)
畑野、兼堀(善)、兼堀(恵)、澁谷、平野、
新島、関口、尾崎、森(花)

個 3/11
矢倉岳
(箱根)

兼堀(恵)
石井(文)、大木、澁谷、浅井(祐)、森(花)、
中島、新島、兼堀(善)、下川、和田、八並、
橘、大門、関口、田村、大畑

個 3/21 四阿山 園木 加藤、畑野

個 3/22 石老山 小林(い) 黒澤、上原、小野寺、山本

個 3/31
天狗山･
両崖山

小野寺
黒澤、上原、小林(い)、千葉、山本、阿部、

大門

個 4/5
中 山 道
(No.5)
深谷～新町

石井(美)
石井(文)、中島、木原、宮地、鈴木(廣)、
兼堀(善)、大木、大門、畑野、大畑、森(花)

個 4/12 達沢山 井口
山口(裕)、兼堀(善)、澁谷、鈴木(廣)、
宮地

個 4/12 坪山 石井(文) 尾崎、染谷、森(花)、大木、平野、小野寺

個 4/18
谷川岳～
芝倉沢

松浦 鈴木(勝)、山口(裕)、小野寺、山本、浅井(昭)

個 4/18
坂戸山・
六万騎山

園木

兼堀(善)、兼堀(恵)、八並、松井、杉山、
関口、森(花)、大畑、木原、小宮、山口(敏)、
宮地、中島、山﨑、畑野、平野、澁谷、
張替

個 4/24 守屋山 千葉 小宮、下川、新庄、山本、大畑

個 4/25 天城山 兼堀(善) 兼堀(恵)、大門、澁谷、八並

個 4/26 筑波山 小野寺 黒澤、上原、小林(い)

個 4/26 谷川岳 浅井(祐)

個 4/29
笠丸山
(西上州)

園木 大門、平野、関口、加藤

会 5/2～4
尾瀬・
至仏山

染谷
石井(美)、浅井(昭)、兼堀(善)、宮地、
杉山、森(律)、小野寺、尾崎、松浦、森(花)、
山﨑

個 5/4～5 鳳凰三山 園木 加藤、大門

個 5/8 乾徳山 新庄 小宮、山本、下川、千葉、平野

個 5/10 日光・外山 小林(い)

個 5/14 倉見山 石井(文)
小野寺、黒澤、千葉、中島、兼堀(恵)、
木原、大木、森(花)、平野、大畑、橘、
下川、八並、大門

個 5/16
十石峠
(北ア)

園木
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リ 5/17
岩トレ・
日和田山

松浦 石井(美)、森(花)、山口(裕)、嶋田

会 5/17 高水三山 浅井(祐)
畑野、兼堀(善)、小林(い)、松井、染谷、
鎌形、池本

個 5/17 笠取山 鈴木(廣) 八並、張替、木原

個 5/21～23
佐渡・
ドンデン山

新庄
小宮、下川、山本、山﨑、阿部、和田、
杉山、千葉、小野寺、大畑、黒澤

個 5/23
那須連山縦
走

森(律) 新島、兼堀(善)、浅井(祐)、

個 5/23～24
岩トレ
原次郎沢

沼田 山口(裕)、園木

個 5/31
吉田松陰ﾊｲ
ｸ

松浦
石井(文)、畑野、小林(真)、石井(美)、
下川、鎌形、鈴木(廣)

個 5/31 御正体山 井口 小林(い)、小野寺
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⼼ に 残 る ⼭ ⾏

信仰の⼭ 御 嶽 ⼭
記 尾崎 あや子

２年前のＨ２５年９月２７～２９日 三浦さんリーダーのもと御嶽山から乗鞍岳の山行

に参加した。

車で御嶽山六合目の黒沢口登山道まで行く。登山道には御嶽講の石碑があちこちに建て

られその数には驚かされる。信仰の山には随分登って来ているがこれ程まで多いのには何

か異様な気すらする。

先人達がこの信仰の山「御嶽山」に願いを託した証なのだろう。

８合目にある女人堂は、その昔女性はこの先へ登る事を禁止されていた。そこから望む

御嶽山は台形型で青空に映えて広大な美しい山並みでした。

何人か白装束を身にまとった修験者が「六根清浄」と唱えながら片手に杖を持ち、無心

に頂上を目指していました。今現在もこの信仰が受け継がれている様です。

最高峰の剣ヶ峰山頂には御嶽神社奥社がありそこからは 360°の展望が広がって素晴ら

しい眺めでした。

宿泊は五ノ池小屋。増築された棟の二階に私達８人のみの宿泊でした。夜を迎え外に出

ると満天の星空。山の上で何も遮るものもなく金星や尾を引いて伸びる天の川、人口衛星

や流れ星とみんなで首が痛くなる程見入っていました。次の日も晴天に恵まれ畳平から乗

鞍岳の登りは一般の人も登れる程で、「白雲荘」での宿泊は食事も、施設も山小屋と違いま

るで観光の様でした。

昨年の噴火は大惨事となり、自然の驚異を痛感しました。噴火のちょうど一年前、あの

時間帯に私達は山頂で昼食を摂っていました。今ではかつての御嶽山を見ることも、登る

事も出来なくなりました。たった一日の出会いでしたが沢山の感激をいただき私の心に残

る山の一つになりました。
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草加山の会 第 41 回総会 報告

１ 平成 27 年 3 月 29 日（日）13：00～15：30 打ち上げ 16：00～16：50

於:草加商工会議所

２ 資格審査 会員６２名 出席者４８名 欠席１４名 委任状３名

３ 議長選出 （事務局提案 阿部） 書記選出 （事務局提案 尾崎）

４ 平成 27 年度役員選出

会長：石井美樹、 副会長：兼堀善和 事務局：山口裕史 リーダー部：松浦剛、

装備：沼田真澄、 機関誌部：山崎正夫 橘高志 新島和子 宮地敬介

運営委員：鎌形瑞枝、浅井祐子 会計：新島和子 会計監査：松井多喜雄

会場係：澁谷久美子

５ 会山行

★４０周年記念山行で、リーダーをやれなかった人を選出

★１か月に２名選出

５月 染谷智行 浅井祐子 １１月 張替清治 山本理郎

６月 下川賀也 黒澤登美江 １２月 阿部芳夫 中島秀子

７月 松井多喜雄 田村節子 １月 新庄八重 上原すみ

８月 杉山清美 和田 勇 ２月 尾崎あや子 鈴木勝幸

９月 千葉かつ子 木原初枝 ３月 鈴木 廣 小林真一

１０月 八並絹代 松浦 剛 ４月 平野祥子 山口敏雄

○ 山の選択はリーダーの自由ですが、バラエティーに富んだ、色々な山行を企画して

ください。

○ 山の決定は実行月の２ヶ月前には出してください。

○ 担当月に実行出来ない場合は、他の月の人と話し合い交替してください。

6 会員バスハイク

実行委員長＝山口(裕) 実行委員＝山口(敏)、石井(文)、新島

候補地 エリア 交通時間 参考コースタイム

乗鞍岳 北アルプス 4 時間 50 分 3～5 時間

7 公開バスハイク

実行委員長＝浅井(昭) 実行委員＝山﨑、兼堀(恵)、尾崎

候補地 エリア 交通時間 参考コースタイム

富士お中道 山梨 2 時間 2～4 時間

８ 装備一覧表

議案書の資料は昨年の資料でした。 ２７年度は、別紙のとおりです。
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平成２7 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２７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

くようお願いします。

これまでと同様、原稿は紙又は電子文で提出願います。電子文の場合は下記３の標準書

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 ２３０号 ２３１号 ２３２号 ２３３号

原稿提出締切日 ５／３１ ８／３１ １１／３０ ２／２９

発 行 日

(＝ 製 本 日)

６／１８

(第 2 例会前)

９／１７

(第 2 例会前)

１２／１７

(第 2 例会前 )

３／１７

(第 2 例会前)

表紙絵製作者 松浦 剛 井口 宮子 鈴木 廣 張替 清治

コ ー ル 杉山 清美 井口 宮子 芳野 光夫 小林 いつ子

心に残る山行 尾崎 あや子 鎌形 瑞枝 兼堀 善和 森 花江

編集担当者 山﨑 正夫 橘 高志 新島 和子 宮地 敬介

２ 山行報告文執筆者の明示

例会で山行報告する際、黒板のメンバーの中から報告文執筆者の名を〇で囲んで明示

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、圧縮する。

写真説明文字＝埋込みを推奨
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御坂山塊 富士見縦走

記 山口 裕史

 山行日     年 月  日   日

       山口 裕 単独行

         時間   分  時間   分  休憩込  

 日目 笹子駅          庭洞丸      角研山      新道分岐            石切山      本社 丸      

      清八峠            清八山      八丁山            八丁峠            御坂峠      御坂

山             旧 御坂峠泊

 日目  旧 御坂峠          黒岳              峠      破風山     新道峠          中藤山

         不逢山      大石峠          金堀山            節刀 岳            金山            

鬼 岳            鍵掛峠            西湖    里根場

三連休は八ヶ岳に行く予定でしたが、石井さんが体調崩し中止に。せっかくだし単独富士

山見てガッツリ歩こうとまだ繋げていない御坂山塊を選びました。

想定していたよりも雪は少なかったが、アイゼンを付けての山歩きが出来て満足。ただ、

本当に久しぶりの縦走装備19キロと年末年始の体重増3キロが災いしてなかなか足が出ず、

自分にとってはハードな山行となった。

初日は当初予定していた黒岳まで届かず、

御坂峠にてツエルトビバーク。夜間マイナ

ス 15 度でしたが冬シュラフのおかげでぐ

っすり安眠できた。翌朝少し早めに出発し

黒岳で夜景の富士を見て先を急ぐ。ちょう

ど新道峠付近で日の出を向かえ朝日を浴びた富士の写真を撮る。新道峠ではカメラマンが

1 人撮影していた。聞くとゲートから 30 分かけて登ってきたらしい。しかもカメラ機材の

ため 2 往復も。この雪の中よくそんな根気がいることをしているなと思いつつ、ふと相手

はよくこの寒い中御坂山塊の縦走なんてするなと思っているのかなと思うと可笑しくなる。

節刀ヶ岳までの長い稜線をようやく繋ぎ、ついに鬼ヶ岳に到着。精進湖まで歩く予定も時

間的にも体力的にもちょっと厳しいかと思い、鍵掛峠で下山。

これで御坂山塊も大分繋がってきましたが、まだ鍵掛峠から王岳を経て女坂峠まで残って

いるのでいつか歩きたいルートです。

年初めの山行でこれだけ富士山が見れたのは吉ですね。今年も頑張るぞー！



11

２年越しの望みが叶った雁ヶ腹摺⼭
記:加藤 紀久代

☆期 日 平成２６年１２月 7 日

☆行 程 南越谷 5:19＝西国分寺＝立川＝甲斐大和駅＝(タクシー)湯ノ沢登山口 8:40

―大蔵高丸 10:05－白岩ヶ丸 11:55－赤岩ヶ丸 12:15－大峠 12:30－

雁ヶ腹摺山 14:00－金山峠―金山鉱泉 15:50―(タクシー)大月＝南越谷

☆メンバー リーダー園木、大門、新島、森(律)、加藤

思えば２年前、吹切峰から「５百円札に描かれている山・雁ヶ腹摺山」を遠くに見て以来、

ずっと登ってみたい山だった。やはり、富士山がきれいに見える時がいいということで初

雪の時期に山行が決まった。凛とした冷たい空気、葉を落とした木々、厚く積もった

落葉、少し行っていないうち、山はもうすっかり冬だった。そして、今シーズン初の雪の

感触も味わえた。

駅からタクシーで登山口まで入る。落葉が積み重なった道から、間もなく白い道へ。樹

林帯を過ぎると冷たい風が吹き付ける。しかし、眼前に聳える富士山の雄大な姿に励まさ

れながら、登り下りを繰り返す。今回は雁ヶ腹摺山に直登するのではなく、その前衛の山

を経由して登るコースだった為、やや時間はかかったが１４：００、念願の山に登頂した。

頂上には、５百円札の拡大写真が掲示されていた。富士山の様子も、前衛の山々もあの五

百円札どおりだった。みんな思い思いにお札の情景を意識して写真に収めた。１２月初旬、

１年で１番日が短い時期ということもあり帰り道を急いだが、金山峠から 鉱泉まで、

道が荒れていてわりと時間がかかった。でも、なんとか薄暮のうちに金山鉱泉に到着した。

ここも、２年ぶりでなつかしい。入浴後、タクシーを呼んで、大月駅に到着した頃は、す

っかり夜。陽が落ちると寒さは一段と厳しい。だが、今日の打ち上げは、園木さんのお薦

めで、なんとイタリアン！。ワインとチーズとピザと・・・・。草加山の会に入会してか

らイタリアンの打ち上げは初めてである。どれもみーんなおいしかった。おなかも心も十

分満たされて、電車に乗った。
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中山道 №４(吹上～深谷) 19.7ｋｍ

記：大木 靖

子

日 程：平成２７年３月１日(日)曇りのち雨

参加者：１９名

Ｌ．石井(美)、大木、杉山、兼堀(善)、黒澤、森(花)、阿部、和田、木原、大畑、

石井(文)、中島、兼堀(恵)、畑野、上原、平野、澁谷、鈴木(廣)、宮地

コース：南越谷 6：45＝＝さいたま新都心 7：18＝＝吹上 7：52～8：05――八木橋デパー

ト 11：15～12：00―― 一里塚 12：40――深谷駅 15：00～23＝＝浦和 16：20～

16：24＝＝南浦和 16：27～16：34＝＝南越谷 16：45

昨夜の天気予報は雨、午後よ

り強くなるとの事ですが、山で

ないので中止なし、カッパと傘

を確認、南越谷より

１９名で前回の吹上駅より午

前８時０５分、元気に今様服装

で、中山道歩き出発です。３０

分歩くと二宮金次郎の銅像が

あり、その隣に白井権八地蔵が

あり「吾は言わぬが、お前も言

うな」と、通り過ぎ、その後大

きな堤がありその上に登り歩

き始めましたが、なぜこんな大

きな堤を作る使用があるのかしらと思っていたら立て看板、この付近は荒川と利根川が流

れていて、昭和２２年のカスリン台風、昭和５７年の大洪水と、大きな水害が何度かあり、

その後長く大きな堤防が出来たと書いてありました。自然災害に人の力は無知なんだよね

梅龍山東竹寺の１５トンもある達磨石、高さ５ｍ程、前方が大きくかけた石、横から見

たらあーあ納得、達磨大師そっくり、江戸時代石田三成の水攻め城としても有名な忍城に

も関連がある事を知りました。

途中自治会館で、資源収集で集まっていた町会の方のご行志でトイレをお借り出来、大

変助かりました。

国道１７号線は中仙道となり、熊谷の八木橋デパートは、どうゆう訳か、お店の入口が

店内に伸びています。７階の食堂で昼食タイム、熊谷うどん定食おいしかったです。
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１２時４０分八丁の一里塚に樹齢３００年の大きなけやきの巨木があり、高さ２１ｍ、

見上げると小さな枝が伸びていたので、春になったら若葉が芽をだすでしょう、幹の中は

空洞、それでも木は生きています、すごい。午前中どうにか持った空も午後は予報どうり

雨、見学場所も見返りの松だけでしたので、足早になりました。

国道１７号線を道路標識にそって深谷駅に曲がり少し歩くと、見た事のある赤レンガ造

りの立派な建物、あれはなんだ？東京駅そっくりの深谷駅でした。渋沢栄一は深谷にレン

ガ工場を作り、東京駅に送り出したそうです。左右対称のとんがり屋根、内部の八角天上、

それにしても良くできています。 15：00 今日の予定終了、ご苦労様でした。

大変、大変、 電車の時間を見る為、電光掲示板をみてびっくり、午前１０時頃スカイ

ツリー線事故の為、北千住から北越谷間上下線不通、見通し不明、取り合えず、南越谷ま

で行く事にしました。南越谷駅のいつもの広場は人、人、人で、びっくりしました。

一時間程打ち上げをして出て来ても復旧見通しならず、日光街道歩きに変更、大雨の中、

歩き初めると、今まで見た事のない車の行列、石井さんの判断、さすが、歩き正解です。

１９時３０分頃新田駅に着き、やっと電車が動き出した事を知りました。

梅の花満開の弥生月、思い出多い、人生の１ページになりました。ありがとう御座いま

した。
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秩父 四阿屋山      

記：兼堀 恵美子

★日 時:２０１５年３月 7 日（土）

★メンバー:Ｌ石井(文)、畑野、兼堀(善)、兼堀(恵）、澁谷、新島、平野、森(花)

関口、尾崎

★ コ ー ス:

草加 5：45＝＝新越谷 5：50＝＝羽生 6：50＝＝（秩父鉄道）三峰口 8：42

バス三峰口 8：55――小出 9：13 小出～節分草園地 9：45～登山口 10：20～四阿屋山

12：30～バス停薬師堂 15：20---三峰口 15:37＝＝羽生＝＝南越谷 18：30

３～４日前までは雨マークだったが、前日は雨から曇りに予報が変わってきた。リーダ

ーとしては悩むところだったと思います。リーダーの一念で決行になりましたが、結果オ

ーライでした。朝は雨がパラついていましたが、三峰口に着いた時にはすっかり止んでい

たのです。

まずはバス停から 30 分位歩いて節分草園地へ・・・。可愛い節分草が斜面にたくさん咲

いていてゆっくり鑑賞。時期も丁度良かった様でした。そこから少し戻り四阿屋山ハイキ

ングコース（登山口）に到着。４０分位登った所で上級鎖場コースと蝋梅園コースとの分

かれ道に・・・すでに前に行った 4 人が鎖場を登っていましたが、私達はリーダーの一言

で蝋梅園コースに行くことにしました。蝋梅はまだ何本か咲いていてラッキーでした。蝋

梅を見ながら昼食タイム。そこへ先ほど鎖場を登っていた 4 人がなぜか来ました。やはり

大変だった様で戻って来たとの事・・お疲れ様。少し雨が降ってきましたが山頂目指して

出発！

両神神社奥社を過ぎ山頂真近の所で鎖場が・・一人づつゆっくり登って行きました。山

頂は思っていたより広くなく、天気のせいか見晴しも残念でした。下りは薬師堂バス停ま

で楽しく来ました。時々雨がパラついて合羽、スパッツ着用でしたが沢山の節分草を見る

ことができて大変良かったです。リーダーの文ちゃんありがとう！ご一緒した皆さん楽し

かったです。

節 分 草
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⽮倉岳（870m）
記：森 花江

山行日：3 月１１日（水）

メンバー：Ｌ兼堀(恵)、ＳＬ石井(文)、大木、澁谷、中島、新島、兼堀(善)、下川、八並

和田、橘、大門、関口、大畑、森(花)、浅井(祐)、田村

コース：草加５：５２＝北千住＝代々木上原６：４３＝小田原８：１１＝大雄山８：５７

（バス）関本９：０５＝＝矢倉沢９：１６

矢倉沢９：３０～本村～矢倉岳１１：００～１１：３０～清水越え～万葉公園～

足柄峠１３：００～御殿場線足柄駅１４：３０

足柄１４：５８＝松田・・新松田＝代々木上原１７：５５＝草加１９：００

春の陽光を浴びて矢倉岳へ！

矢倉沢口でジャンケンバトルに負けて、今年２回目の[てんとさいと]担当に・・・

風の音、演習の大砲の音？が聞こえる斜面をゆっくり登って行きます。かなり急騰で息

も荒くなります。11 時頃頂上に到着。富士山は雪がかかってしまって残念です。強風の中

昼食をとります。記念撮影で、小田原消防団のイケメンのお兄さんがシャッターを押して

くれました。

下りは泥道に悪戦苦闘しながら下山です。足柄

峠～林道～古道を抜けて無人の足柄駅に予定通り

のコースタイムでした。駅まで来たら富士山の雲

はすっかりとれていました。

14 時 46 分東日本大震災追悼のサイレンが鳴り響

きました。犠牲者の霊よ安らかにと皆で手を合わ

せ黙祷しました。

小田急線の車中、まわりを気にしつつ日中からビ

ールを飲んで会話も弾んで大いに盛り上がりました。楽しい企画を有難う！Ｌ兼堀さん、

ＳＬ石井さん、メンバーの皆さんに感謝！！
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四阿山（2354m）

記：畑野 仁美

◆山行日：2015 年 3 月 21 日（土）

◆山行者：L 園木・加藤・畑野

◆コース：あずまや高原～八合目～四阿山

四阿山はお試し山行で根子岳から縦走しました。雪の時期にあずま高原から登るのは初

めてです。

高原の別荘地を抜け牧草地帯へ入るとゆったり広々とした景色になります。

牧場らしきところの柵の脇を登って行きます、天気も良く気温も上がっているので雪が

もうグサグサになっていて時々はまってしまい、ゆったりした斜面が帰って歩きにくい感

じでした。段々急になってきたので林の斜面でアイゼンを着けました。振り返ると目の前

に浅間連峰、遠くに薄ら北アルプスが見えます。行く手を見ると真っ青な空とダケカンバ

がとても綺麗で素敵です。

八合目から少し雪のない岩道があります、そこから見上げると尖がった急斜面の山頂

が見えます「もしかしてあれが四阿山？」それまで山頂と思っていたまだ向う側に見えま

す。まだ遠い。でも歩いていれば必ず着く、ここまで来たら登頂したいです、だから頑張

ります！！

いよいよ山頂へ、急な斜面の道幅も狭くなってきました。尖がった先に祠が見えてきま

した。山頂です。

山頂の向うに志賀高原、左手に霞んでいますが黒姫・妙高が見えます。

狭い山頂なので後の人に譲り少し下でお昼の休憩をして下りました、帰りは来た時よｚ

雪が緩く特に牧草地では歩く度にズボズボはまりとても疲れました。このような所はス

ノーシューが正解ですね。もうすっかり春山のようでした。
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四阿山山頂

車に戻りすぐ近くの温泉に入り、上田市なので来るときに見つけた真田の本城跡に寄っ

てもらいました。山の上に土塁しか残っていませんでしたがそこから登った四阿山と根子

岳が見えました。

今シーズンの雪山もこれで終わりました、有難うございました。

真田本城址から見た根子岳と四阿山
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春がすみの⽯⽼⼭
■ 日 程 Ｈ27.3.22（日） 記：小林 いつ子

■ 場 所 石老山

■ メンバー Ｌ小林い・小野寺英子・山本・黒澤・上原

■ 歩 程 7：07 南越谷―8：28 相模湖駅―バス 8：35 石老山登山口―10：00 顕鏡寺

－11：20 山頂―蓑石橋―14：00 プレジャーフォレスト前―バス相模湖駅

お彼岸の最中でもあるこの日に同行してくれたメンバーにまず感謝をします。春の天気

は変わりやすいので条件に合わせて行動あるのみ！！

石老山入口でバスの人達はほとんど下りたと思う。団体さんより先に行きたい気持ちが

とんだ間違いぱーと 1 をしでかした。上に見えるガードレールを目指し近道のつもりが、

いつの間にか顕鏡寺を通り過ぎ、行き止まりの林道を更に進もうとしていた。横着をせず、

林道を素直に歩いていればと猿でもできる反省と後悔！メンバーに薮こぎまでさせてしま

った。しかも、私達の後を付いてきた他のグループが途中で気付き分ったことだった。｢

貴方たちに付いてきたら間違えちゃった。｣と言われて、｢そんなこと知るか!｣とむかつい

た。またまた反省。何だか疲れたので顕鏡寺で一休みし、気分を入れ替えた。

融合展望台に着くと春霞の中に相模湖が見えた。

周りの木々が育ったのか？以前はもう少し広く見

えた気がする。

30 分ほどで石老山山頂に着いた。団体さんはと

っくに着いて盛り上がっていた。混雑を避けられ

たのは確かのようだ。

帰りは、大明神展望台まで一気に下りた。鉄柵

の付いた頑丈なもので、融合展望台より

はるかに眺めがいい。ご機嫌なおばさん達は何処

に効くのか?怪しげな健康体操（写真）が始まった。

下山口にあるキャンプ場で、とんだ間違いパート 2

を犯してしまった。キャンプ場のトイレが閉まって

いたので、近場で花摘みしてしまった。たまたま来

ていた管理人さんに酷く叱られたのは当然だった。

キャンプ場の手前にトイレと大きい看板があったの

だ。あまり綺麗ではなさそうなので私達は無視して

しまった。これを機会に携帯トイレを持ち歩こうか

と思う。まずは日帰りから。それなら背負って歩け

そうだ。大きな災害の為の練習にもなりそうだ。反省ばかりの山行だったが、お天気が良

くて気持ちよく歩けた。

おまけ！！相模湖駅に着くと、｢国立駅での人身事故のため、只今運行停止｣のアナウン

ス！やっと着いた高尾駅から京王線を使い、府中本町から武蔵野線で帰った。

ひょとしたら、これがとんだ間違いパート 3？だったかも！
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皆さん、本当にお疲れ様でした。そして、ご協力ありがとうございました。
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両崖山～天狗山（足利）

記：小野寺 英子

山行日：平成２７年３月 31 日（火）

参加者：Ｌ小野寺・山本・阿部・小林(い)・黒澤・上原・千葉・大門

《コース》

松原団地西口 7：30＝東北道岩舟ＪＣ＝北関東道足利ＩＣ＝織姫神社

登山口 9：00～両崖山 10：15～展望台 10：30～11：15～天狗山 11：55～12：10～

天狗山登山口 13：30～駐車場 13：50＝草加

最初は電車で行くつもりでバス時間を調べてた

のですが、車を出してくれる方が二人も…

山頂で何か作ろうと計画してたので、男性が２人

増え、嬉しく成っちゃうよ～

足利までの車中から満開のさくらを何度も見なが

らとても良い日和！

前日の予報では暖かくなると云う、随分と迷った

が結局“鍋うどん”にした。

神社の駐車場から出発、慣れた山なのだが、いつ来てもそれなりに岩場も有り、私は楽し

める山です。山頂までは、ちょっとした岩場が有ったりで楽しい！

天狗山を目指して短いが急な登りを終えると、休憩に良さそうな場所で鍋うどんを作る。

ゆっくりと休憩する。天狗山は目の前で、数組の方々が休んでた。私達もテーブルを確保

でき、いつ子さん持参の“ところてん”を美味しく食べて下山した。

織姫神社まで車道を歩き、長い石段を登り神社に御参りをして

山行を終えて草加に帰った。

筑波山 （トレーニング山行）

山 行 日 ：平成２７年４月２６日（日）

メンバー：Ｌ小野寺・小林(い)・黒澤・上原

松原団地東口７時 30 分に集合して、毎度お馴染みの山とメンバーで、ワイワイやりなが

ら車を走らせ、何時もの出口を見過ごしてしまい、倍の高速代を払う羽目に…

日曜日だが、お店の駐車場に入る（８００円）事が出来た。

白雲橋コースを女体山まで登る。登山者が多いのに驚きながら…

親子連れや若者グループ、団体さんと凄い人！今までこんなに混んだ筑波山は初めて！私

達はいつものペースで登ったが山頂を踏み、すぐに下山しようとした…が、

ドンドン登って来る人・人…で、待ってたらきりが無く、自分達で何度も登って来る人に

ストップを掛けながら下ろさせて貰う状態でした。

途中ゆっくり目の休憩をとり、日曜日には来るもんじゃないね…と、お互い確認し合いな

がらの下山でした。江戸屋でお風呂に入りさっぱりして帰った。

いつも思うが【筑波山はトレーニングに最高の山】で～す。皆さん御疲れ様でした。

天狗山頂上
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中山道№5（深谷～新町）19.9 ㎞

記：大畑 英子

日程：2015 年平成 27 年 4 月 5 日(日)小雨曇りのち晴れ

参加者：12 名

L,石井(美）、大畑、大門、大木、畑野、宮地、兼堀(善)、木原、中島、鈴木(廣)、

森(花)、石井(文)

コースタイム：

南越谷 6：36＝＝浦和 6：59＝＝深谷 8：03～20――本所宿手前――岡部道の駅――

六助うどん 11：20～12：20――新町 15：45～16：05＝＝南浦和 17：46＝＝南越

谷 17：58

中山道歩きも 5 回目となり、今回は深谷

駅からのスタートでした。

前回この駅に着いた時は東京駅を模した素

晴らしい景観の駅舎に感動しました、

そして今回ここからの出発でもう一度感動

することが出来ました。

駅舎前で記念写真と水戸天狗党についての

説明を受けてから小雨のパラつく中、歩き

始めました。

桜の季節とあってお花を眺めながらのウォ

ーキングでした。

深谷では深谷シネマの看板が気になりました。古い建物が何棟もありレンガ造りの大きな

エントツなど昔の酒蔵だったそうです

その奥に改装された平屋建ての深谷シネマがありました。昔の古い映画ばかりを上映して

いるところと思ったら妖怪ウォッチのポスターがあり、あれ？と驚きでした。

平忠度公のお墓のある清心寺の辺りも桜が満開でした。[道の駅岡部]の近くの歴史公園

の桜もみごとでしたが、花見客は見あたらず、天気が良かったら大勢の人で賑わったこと

でしょう。

それからしばらく小山川の土手を歩きました。時間

も経って昼食タイムとなり本庄のうどん店(六助)

に入りました。

メニューを見ると、小盛、中盛、大盛と 3 種類あり

量が解らないので店員さんに尋ねると「小盛がいい

でしょう」と言うのでそれを注文したところなんと

量の多いこと、うどんの太さにビックリでした。一

緒に注文したおにぎりは持ち帰ることになりまし

た。
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お腹も満たされ店を出てから、しばしうどん談議に興じながら歩きました。

そのあと何か所か見学後、神流川橋の長い橋を渡り埼玉県から群馬県に入りました。

そして 15 時 45 分新町駅に到着、予定どおり完歩できました。

南越谷に戻り、居酒屋和民で打ち上げを全員参加で行うことができました。

皆さんお疲れ様でした。次回また楽しみにしています。
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記：宮地 敬介

■ 日 程 平成 27 年 4 月 12 日

■ 場 所 達沢山(1358m) 山梨県笛吹市

■ メンバー L 井口宮子，山口裕史，鈴木廣，渋谷久美子，兼堀善和，宮地敬介

■ 歩 程 5:16 草加駅＝5:31 南越谷＝6:20 西国分寺＝8:07 勝沼ぶどう郷駅－8:50 蜂

城山登山口･･9:40･蜂城山･･･10:00 神領山･･･10:45 大積寺山･･･12:55 達沢

山･･･13:00 なっとう箱山･･･林道入口･･･林道終点･･･15:00 バス停付近

数日来続いた不安定な天候から一転、山行当日下車駅の勝沼ぶどう郷駅に到着した時に

は、稀に見る晴天となった。当駅には南越谷から武蔵野線で西国分寺へ、ここで中央線へ

乗換え、更に立川で始発の中央本線に乗換え約１時間、途中車窓から見える桜や新緑で癒

されつつ、飽きの来ない風景を楽しめた。駅からは予約のタクシーで登山口へ、（この時期

タクシーの予約は必須です）登山口では桃が見事な花を

つけ春を彩り、野鳥が爽やかさを引き立て、風物詩の

落花作業でのどかな山里を感じられた。

登山口から蜂城山までは歩き易く緩やかな登りの道で、

地元の愛好家がよく歩くのであろゆか、整備された道で

あった。蜂城山には天神社があり、途中の登山道のから

は麓の桃園が見下ろせ、脇には野苺，春欄，スミレが、

この時期ならではの風景を織り成していた。蜂城山から

下り登りを繰り返し、神領山を抜け大積寺山で早めの昼食。大積寺山では看板が見当たら

ず兼堀さんの高度計と山口さんのナビで確認できた。大積寺山は見晴らしもよく、休憩に

は適している。更に、このあたりの道は起伏の傾斜が大きくかつ木々の小枝が多いため、

初心者の私は息切れをしながらの登山となったが、早めの昼食はありがたかった。大積山

以降も山腹に咲く桜やツツジが見事で、タイミングよく疲れを癒すことができた。道は腐

葉土が多く一歩一歩が気持ちよい、また西方に広がる南アルプスも雪化粧よろしく、山行

の安全を見守ってくれているようであった。

大積寺山を抜けると単調な登りとなる。登山道もは

っきりしていないが、歩きやすい道を選んで歩ける

利点がある。またこの頃は野鳥も多くみられ、大瑠

璃らしき鳥を井口さんと渋谷さんが確認された。

（残念ながら私は青い影しか確認できなかった）達

沢山の直前で多少傾斜がきつい登りがあるが、そこ

を登れば目的の山頂の標識に到達。

 蜂城山登山口 

 達沢山山頂 
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ここでは写真をとって早々に、なっとう箱山へ、

林道入口に入らず直進し、傾斜が大きい道を登

って行けば、なっとう箱山に到達。山頂は見晴

らしがよく、昼寝でもしたくなる爽快感が嬉し

かった。その後林道入口に引き返し、ひたすら

下山。花鳥の里スポーツセンターでタクシーに

乗りぶどうの丘公園で汗を流した。

蛇足ではあるが、ぶどうの丘公園天空の湯は、弱

アルカリの肌にやさしいお湯でした。

ここで夕食を済ますと夜の帳が落ち見事な夜景

が確認できた。同公園でワインの試飲を楽しむ

予定あったが、受付時間が僅かに間に合わず

次回持ち越しとなったが、今回の山行は、１日

で山梨の花鳥風月を楽しむことができた。

企画を頂いた井口さん有難うございました。
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坪山 【１,１０４m】

記：染谷 智行

１ 日 時：２０１５／４／１２（日）

２ 参加者：Ｌ．石井 文子， 尾崎 あや子， 森 花江， 小野寺英子，

平野 祥子，大木 靖子， 染谷 智行

３ コース

南越谷駅（6：27）－西国分寺（7：07～7:13）－高尾（7：45～7:46）－上野原（8：

08）－バス（8：30）－八つ田御岳神社前（9：25～30）－坪山（11：20～12：00）－

びりゅう館前（13：30）・バス（14：00）－南越谷（17：00）打ち上げ

４／１１（土）の計画であったが悪天が予想されていた関係で順延となる。武蔵野線の

車内放送では山手線の架線事故による代替え輸送をしきりに告知していた。計画通り上野

原からバスで入るのであるが富士急行も今年３月のダイヤ改正時にやっと電車、バスにＩ

Ｃカードサービスが導入されＳｕｉｃａ，Ｐａｓｕｍｏカードが利用可能となる。バスの

車窓からはサクラがまだ十分楽しめる感じである。御岳神社御神木前でスナップ写真を撮

り、花が多い方の西尾根コースを登る。時折りウグイスの鳴き声が耳に入る。天候は上々、

しばらく進むと本日のメインの花、イワウチワの群落に出るがなんとなく花びらが白っぽ

過ぎる感じである。時期が悪いのか？ 気候のせいか？

次に、ヒカゲツツジという黄色い

花びらのツツジをみた。名前からして

日陰、なんとなく暗い感じの地味な花

であり今回の山行目的が達成された。

頂上にでるが、天候がよかったから

か数十人の人々で一杯であり、我々は

スナップ写真のみ撮り少し下った所に

て昼食とした。

びりゅう館までは、小ピークを３つ

程過ごし、到着する。臨時バスが待機

していた。本日は、登り２時間、下り１．

５時間で天気も良く有意義な山行でした

文子リーダー他参加者の皆さんお世話様

でした。

・電車賃：南越谷―上野原 ¥２６４０

休日お出かけパス ¥２６７０

微妙な距離でした。
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谷川岳（芝倉沢下降）

山本 理郎

■日時 4 月 18 日（土）日帰り（マイカー使用）

■メンバー Ｌ＝松浦、浅井（昭）、鈴木（勝）、小野寺、山口（裕）、山本

■コース 松原団地 5：30……関越道……谷川岳ロープウェー駐車場……天神平

9：08……肩の小屋 11：50……トマの耳 12：07……オキの耳 12：37……一ノ倉岳 14：15……

避難小屋 16：13……土合 18：15

春山のこの時期、谷川岳でアイゼンとピ

ッケルで下降できる沢があると聞いて、

メンバーに入れてもらった。山の会にお

世話になって 17 年になるが、ピッケルは

持っていないし、使ったこともない軟弱

会員である。谷川岳の沢を下るという状

況がイメージできないまま、リーダーに

ついて行った。谷川山頂までは晴天無風

状態で大勢の登山者がいたが、そこから

先はスキーヤー 2 人と数人の登山者しか

出会わなかった。一ノ倉岳を過ぎると、

右手に芝倉沢に下る斜面が見えてくる。稜線から谷底まで雪の斜面である。稜線直下は斜

度もあり、トラバース気味にピッケルを立てながら慎重に下る。雪はザクザクで一足ごと

に脛まで埋まるような状況であった。しばらく下ると斜度もいい塩梅になり、A さんと O

さんがシリセードで 200M 以上連続して下って

行った。雪のしまり具合が富士山の須走で味わ

えるような大股での下降ができ醍醐味であっ

た。下るに連れて、いくつもの沢筋が合流して

くるが、雪庇が崩れてブロック雪崩の痕跡をい

くつも越えなければならなかった。50cm の雪

の塊でも直撃を受けると、命に係わるそうで、

注意を払いながら足早に通過した。茂倉岳稜線

から湯檜曽川まで標高差 1100ｍを 2 時間で下

降した。天候に恵まれ、山頂では 360°の展望

を楽しみ、稜線から一気に湯檜曽川まで下ると

いう、素晴らしいコースであった。天神平から

土合橋まで 9 時間を要しており、天候に恵まれ

ないと難しいコースであるように思う。また残

雪の状況など、経験者の判断が重要なコースで

もあると思う。良い経験をさせてもらったリー

ダーに感謝したい。
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記：宮地 敬介

■ 日 程 平成 27 年 4 月 18 日

■ 場 所 坂戸山(633m) 六万騎山(320m)新潟県魚沼市

■ メンバー L 園木毅，兼堀恵美子，畑野仁美，山﨑正夫，八並絹代，山口敏雄，関口美

津江，中島秀子，小宮将光，杉山清美，兼堀善和，平野祥子，澁谷久美子，

大畑英子，木原初枝，森花江，松井多喜雄，張替清治，宮地敬介

■ 歩 程 5:30 松原団地西口＝9:30 坂戸山登山口Ｐ･･･10:10 坂戸山登山口･･･11:25

坂戸山山頂11:50･･･13:00鳥坂神社･･･13:15坂戸山登山口Ｐ＝13:30六万騎

山地蔵尊登山口･･･14:10 六万騎山山頂･･･14:40 庚申塚登山口＝八海山酒造

＝松原団地西口

関越道を走ること約 4 時間バスは六日町 IC を降り坂戸山の登山口駐車場へ。坂戸山登山

口には新しく整備されたトイレがあり、いかに地元に愛されているかが判る。登山道は旅

館かと思うほどの大きな民家の脇を抜け残雪の道を登る。

鳥坂神社の横の石段を昇り、緩やかな傾斜の

杉林を抜けると視界が広がり山桜の木々が迎

えてくれた。登山道脇には幾体もの千手観音

の石仏が一定間隔で置かれており、山頂への

道を示してくれているようで、ほのぼのとし

たものを感じる。残雪はあるもののアイゼン

を使うほど滑るわけではなく、シャーベット

状のクッションが心地よい。

途中麓の方に視線を傾けると魚野川の

廻りに一面の水田。ここでとれるお米が

世に言う魚沼産コシヒカリである。

登山道にはイワウチワやキクザキイチゲ

斜面にはタムシバやマンサクが雪国の遅

い春を着飾っていた。

歩くこと 1 時間余り山頂に到達、そこに

は権現堂があり、周りに咲く山桜も美しい。

遠くに視線を向けるとすぐ南には金城山

その奥には平標、東側に目を移すと越後

三山が見えた。
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坂戸山を下り、バスで 10 分余り六万騎山の登山道へ、整備された石段を登る。ここは一面

カタクリの山で薄いピンクの花が山の斜面に敷き詰められている。山頂付近は平地があり

一面カタクリ色に占められている。この様に多くのカタクリが保護されているのはひとえ

に地域の自然保護活動に携わる方々の努力の賜であり、日本の美意識を感じる。ここでは

スミレもイカリ草も見ることができる。まるで山全体で春の到来を喜んでいるかのようだ。

山頂でカタクリを満喫した後、下山し一路八海山酒造の蕎麦屋へ。天ザル田舎そばを頂く

山菜の天ぷらもおいしいが蕎麦は格別、田舎そばというだけあり、歯応えが嬉しい。そば

通であれば、蕎麦の香りを語るのであろうが、初心者の私には歯応えと２種類の美味しい

つゆで十分満足。帰りはバスの中で宴会状態。花鳥酒山という新しい四字熟語ができそう

である。今回の企画及びリーダーの園木さんご苦労様でした。参加されました皆様、楽し

い一日を有難うございました。

坂戸山頂上にて
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★2015 年 4 月 24 日 記 新庄 八重

★L 千葉、山本、小宮、下川、大畑、新庄

★松原団地 5：00 ⇒首都高 ⇒ 中央道 ⇒ 諏訪 IC ⇒ 杖突峠 8:30

杖突峠 8：30…分杭平登山口 9：00/9：15…守屋山東峰 10：00/10：15…西峰 10：35…

東峰 11：00…立石コース分岐 11：05…立石登山口 12：00…杖突峠 12：25

諏訪 IC を降り東南アジア風の建物が建つ杖突峠を目指して、車を走らせるがそのような

建物は見当たらない。そのうち車は峠を過ぎ下り始める。おかしいと戻ってみると建物は

すでに撤去され、跡地一面にソーラーパネルが設置されていた。

ソーラーパネル横の登山道入口から登り始めた。美しいカラマツ林の林道を何度か横切

りながら進んで行くと、大きな看板のある分杭平に着いた。キャンプ場となっており架設

トイもあった。すぐ傍にはザゼンソウ園地もあり木道が敷かれていた。休んでいると中高

年のグループがやってきて、平日でも人気の山のようだ。

ここから本格的な登りになり樹林帯を小 1 時間も登ると、突然ぱっと視界が開け露岩の

ピークに出て素晴らしい大展望が広がっていた。まずは雪を被った北アルプスが目に飛び

込み、次に乗鞍岳、御嶽山、中央アルプス、南アルプス、八ヶ岳の峰々。ここが本州の真

ん中であることを感じさせる眺めがぐるっと見渡せて気分爽快でした。また、眼下には諏

訪湖や茅野市の街並みを見下ろせた。暫く休んでから西峰を目指して歩き始めた。尾根伝

いに付けられた道は緩やかで歩き易く 20 分もすると西峰に着いた。こちらの展望も申し分

なく素晴らしい。西峰が守屋山の本峰で三角点もあった。

帰りは東峰を少し過ぎた分岐から「立石コース」を下りた。このコースは途中に浅間の

滝、鬼ヶ城、百畳岩などの奇岩を廻りながら歩けて変化があった。ただ急坂が続き上りに

使うと結構きつそうに感じた。最後は傾斜も緩み国道 152 号に出て、車のある杖突峠まで

20 分ほど登り返し峠に戻った。

守屋山は手軽に登れるが頂上からの眺めは最高な展望の山であった。今回はカラマツの

芽吹きには早かったが、新緑や特に黄金の黄葉の時期が素晴らしいと思った。

展望 山展望 山 守屋山守屋山           

守屋山東峰 立石    百畳岩 
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天城山 万次郎岳      万三郎岳      

記：兼堀 善和

★日 程：４月２５日（土）

★メンバー：Ｌ兼堀（善）、八並、大門、澁谷、兼堀（恵）

★コース：5:30草加～9:00天城高原駐車場9:10～9:25四辻～10:20万次郎岳10:30～10:50

馬の背～11:45 万三郎岳 12:15～12:55 涸沢分岐～14:05 四辻～14:25 天城高原駐

車場～道の駅・三島極楽湯 18:00～20:15 草加

車で行ける新緑を求めて、年齢も近い５名で天城山に行くことにする。

草加を 5 時半出発したが東名高速道路が厚木まで混雑していて予定より３０分遅れて

９時に天城高原駐車場に途中鹿と遭遇しながら到着した。車が相当な台数あり流石人気の

だと痛感、早々準備をして歩きはじめると早くもアカヤシオ・馬酔木・山桜が迎えてくれ

た。四辻から万次郎岳までほぼ一時間弱で行き、馬酔木のトンネルを潜って万三郎岳に到

着した、霞がかかりみはらしは良くないが腹がへり昼食タイム、物々交換が始まり来た時

より荷物が増えた感じだが暫しお喋りを楽しみ下山開始、今年は有名なアマギシャクナゲ

の花芽が少なく来月のシーズンンは裏年かと話しながら、枕木の階段を下って行ったが時

間が長く感じられた。

帰りに道の駅で買い物と三島極楽湯で汗を流し、沼津インターからほぼ予定時間通りに

草加に到着した。

今回は山行目的だった新緑に馬酔木と清々しさに癒された山旅であった。

参加いただいたメンバーの方々ありがとうございました。

登山口 馬酔木のトンネル
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笠 丸 山 （1189ｍ）

記：平野 祥子

■日 程 ：2015.04.29

■メンバー：L 園木、大門、関口、加藤、平野

■コ ース :草加＝笠丸山登山口 10:15…11:30 笠丸山東峰…11:45 笠丸山西峰…

12:00 尾根上昼食 12:30…12:45 地蔵峠…13:20 笠丸山登山口着

坪山で初めて見た黄色のヒカゲツツジを笠丸山

で見られる事を期待して出かけました。 住居附

(すもうづく)集落から登山口への道は橋が崩落し

たので塩沢峠を回ってから登山口へ行く。今日の

山行は歩程も短く天気もいいので、神流川に泳い

でいる鯉のぼりを見て、帰りに立ち寄る上野村の

「道の駅」にも寄り、リーダーお奨めのお味噌屋

さんもチェックして笠丸山登山口に到着した。

昨年は登山口から花が咲いていたそうで残念！！まだ登り始め、山頂を期待して登る。

最初から急登なので立ち休みをしながら 1

時間半弱で東峰に着く。アカヤシオの花が足

元に散っていた（二三日早ければね～）。祠

があって目立つ山頂の看板が立っていた。山

頂には私たちと反対廻りで登ってきた人達

でいっぱい。西峰も広くなかったので写真を

撮り周りの山々を眺めて、早々に鞍部からほ

ぼ垂直に張ってあるロープで下りすぐ梯子

を下りして登山道の平らなところで昼食を

済ませた。この場所から西峰が良く見えた。西峰の下は太陽があまり当たらなかったせい

か、まだアカヤシオ、ヒカゲツツジを楽しめた。花はめぐりあいですね。地蔵峠の大木の

そばにお地蔵さまが静かにひっそりと新緑の中に似合っていました。足元の春の花を楽し

みながら下山しました。

帰り温泉たち寄りの為へ、山道を走っ

たらみかぼ高原荘周辺は新緑と、赤と白

の花桃が満開でそれは綺麗でした。残念

ながらお風呂は終わっていましたが。連

休の初日。ゆっくりと山歩きをして、道

の駅で旬の山菜を買い、温泉もあって、

春を感じながら…いい一日でした。運転

ありがとうございました。
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記：宮地 敬介

■ 日 程 平成 27 年５月２日～５月４日

■ 場 所 至仏山(2228m) 群馬県片品村

■ メンバー L 染谷智行，石井美樹，浅井昭光，松浦剛，兼堀善和，小野寺英子，宮地敬

介，尾崎あや子，杉山清美，森花江，森律子，山崎正夫

■ 歩 程

１日目 5:30 松原団地→外環道→東北道→北関東道→関越道沼田 IC→鳩待峠

10:35･･･12:05 山ノ鼻～テント設営～山ノ鼻･･･ヨッピ橋(ピストン)

２日目 山ノ鼻(ベースキャンプ)6:30･･･9:40 至仏山山頂 10:10･･･12:00 山ノ鼻(ベ

ースキャンプ)

３日目 ベースキャンプ撤収 7:10･･･8:50 鳩待峠 9:40→望郷の湯→関越道沼田 IC→

北関東道→東北道→外環道→松原団地

朝松原団地を出発、たいした渋滞もなく鳩待峠へ、ここで準備を整え 10:35 に山ノ鼻に

向け出発。山ノ鼻までは残雪の道をひたすら下る。下りは滑らないよう僅かに前傾姿勢で

かかとで雪を踏みながら歩く。大型のザックを初めて使用する不安もあったが、雪のクッ

ションに加え下りという好条件で意外と楽に歩くことができた。

カレンダーでは初夏であるが、尾瀬はまだ春始まったばかりであり、雪解けもまだ時間を

要しそうである。

何度か休息をとりながら進むこと１時間余り、

山ノ鼻へ到着。早々に昼食をとりテントの設営

に取り掛った。設営作業はコツを必要とし、知

らないと苦労するであろうことも数多くある。

また雪上の為凹凸があり、土台の均し作業も体

験できた。

至仏山へのアタックは翌日であるため、この

日は尾瀬ヶ原の散策へ、ヨッピ橋付近の小高い

丘で多くの野鳥が確認できた。

１日目の夕飯は小野寺シェフのカツカレー、澄んだ空気の中という好条件もあるが、レ

トルトのカレーが感動するほど旨い。就寝は９時、肌には良い時間であった。

２日目の朝食は森(花)シェフの味噌ラーメン。それも野菜大盛りで１つのコッフェルを

４人でつつく、味噌は朝の体に染込む。味も量も満足、いざ至仏山へ

テント泊２日目、至仏山へ登ります。天候にも恵まれて素晴らしい風景が広がっていま

す。真っ白な尾瀬ヶ原、真っ青な空、ダケカンバや白樺の幹、凛とした雰囲気に心洗われ

ます。アイゼンを装着してさぁ出発です。ゆっくり進みます。急登が続きます。雪は足へ

の負荷が強く重く感じました。振り向くと尾瀬ヶ原と燧ケ岳、そんな風景に苦しい登りが
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また頑張れます。頂上は３６０°のパノラマ。今まで登った山々を見た時、新たな感動を

覚えました。これから登りたい山々に心躍らせます。

下りは楽でした。ピッケル、ストックの雪に合わせた選び方、すべった時の止り方など

会長に教えて頂きました。尻スキー？にも挑戦、童心に戻って大ハシャギ！

下山後、皆揃って生ビールで乾杯夜はスキヤキ！とっても贅沢なディナーです。おいし

い！飲んで、食べて、夜は更けていきます。

鳩待に戻るとき雪解けに咲く小さな小さな水芭蕉群が見られました、芽吹きが待たれる尾

瀬の春でした。リーダの染谷さん、メンバーの皆さん本当にありがとう。

２日目のスキヤキは尾崎シェフ。大変おいしゅうございました。（岸朝子風）今回の山行は

２日ともテント泊、初日はテントの床から伝わる冷気でシュラフの有難さを感じ、２日目

は雲の温室作用で天候の有難さを知ることができ、大自然を感じながらの食＆泊であった。

３日目の朝食は杉山シェフによる純和食。味噌汁が体を温めてくれ、お新香がご飯を誘い

空腹を満たしてくれた。

名残は尽きないが、テントを撤収し、山ノ

鼻を発った。天候も私達を歓迎してくれ３

日間とも絶好の山行日和となった。しかし

ながら残雪対策を怠った私の顔は紫外線

でパプリカ状態、これもよい経験となった。

山ノ鼻から鳩待峠までは二日前に来た道

を戻る。ひたすら登りで息が切れる。

幸運なのは水･食料がザックから消えており往路よりは背中が軽かった。鳩待峠ではお約束

の花豆ソフト、これが旨い。今回の山行は景色，食，天候に恵まれた素晴らしい経験とな

った。リーダの染谷さんご苦労様でした。長距離の運転を頂きました石井会長、染谷さん、

森(律)さん有難うございました。最後に、初心者の私を親切にご指導を頂きました１１人

の先輩方本当に有難うございました。
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★2015 年 5 月 8 日 記 千葉 かつ子

★L 新庄、山本、小宮、下川、平野、千葉

★松原団地 5：30 ⇒首都高 ⇒ 中央道 ⇒ 勝沼 IC ⇒ 大平牧場 8:30

大平牧場 9：00…乾徳山登山口 9：20…扇平 10：20/10：30…乾徳山 11：45/12：10…月

見岩 12：50…国師ケ原 13：10…大平牧場 13：50

乾徳山、登った記憶があるのに「いつ誰とどのコース」が思い出されず、往きの車中で

盛り上がり、今回はいや前回も大平牧場からの

登山です。大平牧場は今はなくただの草原とな

っていました。

牧場の中に登山道がありその近くに車を停め

てもらいました。9 時、少し雲が多いけど時々

陽射しもあり気持ちのよい登山日和となる。林

道を何度か横切り唐松林の中へと進んで行く

が、まだ木は芽吹くことなく 1 本の山桜だけが

咲いていました。

1 時間ほど登ると気持ちのよい汗が出て少し眺めのよい場所があったので、腰を掛けた

所に私は初めて見る岩桜(クモイコザクラ)が咲いていて、新庄さんも初めてと写真に収め

ていました。花は山桜とこの岩桜だけ、いやタチツボスミレは沢山咲いていました。

扇平のカヤトの原に着いた時、以前来た時のことを思い出しました。月見岩を過ぎると

岩と樹林の痩せ尾根に変わり、今までの雰囲気とは違ってきました。髭剃り岩、雷岩、胎

内潜岩などの大きな岩を過ぎると最後にどっしりと構えた天狗岩。太い鎖、久し振りの鎖

場、少しビビルが行くしかない。鎖を握ったが足を掛ける所がない。5 歩 6 歩と頑張った

所に少し突起があり後は大丈夫と…、巻き道はあったが一応頑張ってみました。

頂上は岩が重なり合い広くはないが腰を下ろす位の岩は沢山あり、石の祠も祭られてい

ました。周囲の展望は見事なはずだが、今日は金峰の五丈岩、大菩薩ぐらいで富士山は雲

の中でした。

下山は月見岩まで同じ道を下り、そこからは国

師ケ原方面に下りました。大平牧場には 1 時間 30

分程で着き、時間も早かったのでワラビ採りを少

しだけ楽しみました。

今回は春には早い林の中に岩桜が咲き、初めて

みるこの花の美しさに見入ってしまった。会えた

だけでも良かったと思いました。乾徳山は 15 年前

の秋に山本さんリーダーで大平牧場から登ったとノートに記されていました。再度よい山

に登れたこと、皆さんに感謝です。ありがとうございました。

乾徳山乾徳山           

乾徳⼭⼭頂

扇平
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⽇光 外⼭
■ 日 程 Ｈ27.5.10（日） 記：小林 いつ子

■ 場 所 日光 外山

■ メンバー 小林い

■ 歩 程 7：16 新越谷―途中快速に乗換え 9：22 東武日光―10：25 外山入口

－10：50 山頂―11：30 下山

今の時期、この辺りはつつじが最高に綺麗と何かで知った。

私はお天気も良いので浮かれ出るようにして電車に乗ってしまった。快速に乗換えた時に

は満員で座れない人もいた。

駅からは爽やかな風に吹かれながら歩くことにした。神橋の分かれ道を右に進み、稲荷川

も渡りＴの字を左に登った。私の考えでは大勢のハイカーがこの道を歩いているはずだっ

た。｢だって、つつじ満開なんだから!｣。でも、人っこ一人居ない。それでも少し登ってい

くうちに道の両側に素晴らしいつつじの景色が見えてきたので、心細さもすっかり忘れて

しまい、もうカメラマンになっていた。外山への上り口もうっかり見過ごしてしまった。

外山の山頂は 20 分程で登れてしまう。

決まった時だけ開く輪王寺のお宮からは日光

市内が、祠や石仏のある山頂からは霧降高原・

丸山・そして女峰山・男体山と眺められた。

遠目でもつつじが咲き誇っているのが分った。

｢そうだ！電車に乗っていた大勢の人達はあ

っちか！！！だよね｣と今更気がついた。

近くに小倉山があるので行くことにしたが、

上り口がどうしても見つからず断念して帰っ

てきた。だって、相変わらず一人ぽっちだっ

たから・・・。

鳴
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初   岩   日和田山 

記 森 花江

 山行日     年 月  日

       松浦 石井美 森花江 山口裕 嶋田  試  

         時   時  分岩  

男岩を見上げて「やるしかない」と気張る。三階建てのような高さ。三分の一くらいの所

は何とかこなして「あ～できるじゃん」２回目「上まで行っていいよ」と指示されて登る。

無我夢中、どう下りたか覚えがない。口は

カラカラ。３回目もなんとかできた。

次は女岩へ。掴む岩がない、足場がない、

どう登ったか記憶がない。ないないずくし

だよ。女岩２回目は途中から滑り落ちた。

昼食後、ザイルの下り方、８の字の金具に

ザイルを操作します。これは楽しいです。

最後に男岩にトライ。２回何とか登ったの

だから、もっとスムーズにできるだろうと、高をくくった私…とんでもない!! 怖い、助

けて、体中震える。大丈夫と己に言い聞かせて登る、もうイヤ。一度感じた恐怖感はぬぐ

いようもなく。

下から「ザイルを使って下りていいよ」の声に安堵したけれど、先ほど学習した楽しいは

ずのザイルが操作出来ない。後方を見ることすら出来ません。集中力を欠いて冷静になれ

ない自分でした。この教訓を生

かし１年に１度は挑戦したいと

思います。

命綱を支えてくれた松浦さん、

石井会長、山口裕さん、貴重な

体験を本当にありがとうござい

ます。
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那須連山縦走

記：森 律子

日 時 2015 年 5 月 23 日（土）

メンバー L 森（律）、浅井（裕）、新島、兼堀（善）、森（花）

コース 松原団地 5：30→8：10Mt ジーンズ駐車場→9：00 那須ロープウェイ→9：20 山

頂駅→9：50 茶臼岳→10：24 峰の茶屋跡→11：50 朝日岳→12：40 三本槍岳→14：

30Mt ジーンズゴンドラ駅

日本百名山でもある那須岳に登りたいけどせっかく行くなら縦走したいと思ってネット

検索していたら・・ ありました那須連山縦走フェスティバル！冬にスキーで通い詰め

た Mｔジーンズの駐車場から那須ロープウェイまでバスで送迎してもらい山頂駅から歩き

出します。

お天気も良く道も整備され

ていてとても歩きやすく一気

に３６０度大パノラマの茶臼

岳山頂へお鉢をぐるりと回っ

て朝日岳へこちらも雄大な眺

望に「やっぱり高い山はいい

なぁ～」と景色をゆっくり楽

しみ三本槍岳を目指して歩き

ます。新緑の中ミネザクラや

シャクナゲも咲き始めていて

目にも楽しく歩けます。

北温泉分岐からの細い道で

はすれ違いで少し待つこともありましたが、ハイシーズンの北アルプスぐらいの人だった

ので、ちゃんとペースで歩くことができました。三本槍岳では人も多く少し休憩をしてか

ら歩きだしました。

今回のフェスティバルでは、主要なところに係りの方が配置されていて、北温泉分岐に

配置されている係りの方がゴンドラの運行時間があるので１時３０分にはこの場所を通過

するように注意しているとのこと確かに Mt ジーンズへダイレクトに下りる道はないから

ゴンドラに乗れないと大変！

ゴンドラ駅の近くのゴヨ

ウツツジは綺麗に咲いてい

ると聞いていたので、満開

のツツジのトンネルをくぐ

って駅について下山しまし

た。
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⼭⾏紀⾏ 〜 2015 春 〜
記：浅井 祐子

3/11 矢倉岳 L.兼堀恵、17 名

平日というのに 17 名の参加。恵美子さんリーダーだが、文ちゃんがしっかりサポートし

ていて良い感じ! その中に加わらせていただき、私は今日はお客さんでいいかな～？と

少々寒い風吹く中お喋りを楽しみながら里山を進む。あっという間の山頂は広々と気持ち

良く、金時山から明神、明星の稜線が目の前に望め、その先には箱根大涌谷の噴煙も見え

る。お目当ての富士の雄姿は雲がかかり残念だが、賑やかな昼食を楽しみ下山は矢倉沢を

降りる。万葉公園から足柄駅へと向かう「足柄古道」を歩くナイスなコースで、ワイワイ

と皆で行けば楽しみな散歩となる。

4/26 谷川岳 L.祐子

草加 4:00 出 = 天神平 7:20 – 谷川岳山頂 9:35～10:00‐天神平 11:15 = ♨ = 15:00 帰宅

単独での雪山は少々不安もあるが、行き慣れた天神尾根ならば…の OK が出たので、思い

切って出かける。天候も良好、雪も腐っており快適な登りである。単独だから何があって

も怪我だけはご法度だ! 又一人だとついついペースアップしてしまうので、慎重にゆっく

りゆっくりと言い聞かせステップをきる。この冬は積雪が多かったと聞くが、早々に気温

が上がったせいか完全に夏道が露出している箇所もあり驚く。本日の登頂一番乗りで静寂

な山頂を独り占め! 展望を満喫して賑やかになる前に早々に尻セードで下山。一週前の松

浦さんの芝倉沢山行に参加出来ぬ無念をこれで一気にはらせた感あり!! いつもの♨と岩

魚の塩焼きでまったりして、一人でオヤジみたいなおばさん一人旅の巻…。

5/17 会山行/奥多摩高水三山 L.祐子、畑野、小林い、兼堀善、染谷、松井、鎌形、池本、

軍畑 7:20 - 高水山 9:10 - 岩茸石山 9:45 - 惣岳山 10:25-11:10(昼食)– 御岳駅 12:30 = ♨

久しぶりの奥多摩の山であるが時期的にはそろそろ暑いかな？と覚悟して駅に降り立

つ。が意外に風は爽やかで新緑の美しい中、平溝川に沿い今日一番の急登？を思わせる車

道で早々に汗をかく。日差しが強いので、高源寺を過ぎ山道に入ると樹林帯の涼風にほっ

とする。ひと登りで高水山直下の常福院。さらに小刻みなアップダウンを進み、本コース

唯一好展望な岩茸石山で、目前に棒の折山と奥武蔵の山並、さらには遠く霞んで都心を望

む。 最後の惣岳山で少し早目の昼食とし、一口ビールとトマトスープ、冷え

た果物にコーヒーと短いコースながらも、れっきとした三山縦走完歩の楽しい祝宴となる。

暑い季節はいただけないが、秋から春にかけての足慣らしには最適なコースと再認識の

高水三山。途中下車が面倒でなくば、河辺(かべ)駅前の入浴施設「梅の湯/\860」で汗を流

してさっぱり気分で帰路につける。是非お勧めです。
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高水三山 記 池本 均

♦日 時：２０１５年５月１７日(日) 天候 晴れ

♦メンバー：L 浅井祐子、畑野、小林いつ子、兼堀善和、松井、染谷、鎌形、池本

♦コ ー ス：南越谷５：３１＝西国分寺＝立川＝軍畑７：２５～４０―高源寺

８：２０－高水山９：１０－岩茸石山９：４５－惣岳山１０：２５～

１１：１０－御岳駅１２：２５～１３：０３＝河辺駅河辺温泉梅の湯＝

立川＝西国分寺＝南越谷１６：１０

一昨年の荒川三山以来の山行でしたが、気心の知れた仲間と、何か故郷に戻ったような

楽しい時間を過ごしました。山頂で、ビールを飲み、美味しいスープと自宅で採れた新鮮

野菜サラダをいただき、ゆるーいのんびり山行もいいものですね。温泉に入り、ビールを

飲み、南越谷で、最後の打ち上げ。リーダーをはじめ、参加者の皆さんありがとう。
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★2015 年 5 月 21～23 日

★L 新庄、下川、小宮、山本、山﨑、阿部、和田、杉山、小野寺、千葉、黒澤、大畑

「5/21」松原団地 4:00→関越→新潟港 8:00→両津港 12:05→アオネバ登山口 13:00…十字

路 14:30…ドンデン山荘 15:40…尻立山 16:00…ドンデン山荘 16:20

「5/22」ドンデン山荘 6:55…尻立山 7:15…十字路 8:20…マトネ 9:10…真砂の峰 10:25…

天狗の休場 11:25…あやめ池 11:40…金北山 13:15…白雲台 14:55

青春時代に友人と佐渡観光をしたことがあったが、その頃は佐渡に登山をしに行くという

イメージはなかった。シラネアオイの群落が見られるということに期待を胸に日本海をフ

ェリーで佐渡に渡った。

一日目のアオネバ登山口からの道にはシラネアオイは貴重に思われる程度しか咲いてな

かった。ドンデン山にはドンデン山荘のチェックイン前に風にあおられながらも頑張って

登った。霧の晴れ間から見えた日本海は感動的だった。

二日目はいよいよ金北山に挑戦だ。いいお天気だが昨日に続き風が強い。それが唯一心

配の種だった。ドンデン山への道から佐渡縦貫道路に出て金北山に向かった。

道路沿いの林の中に人影発見。横道を見つけ分け入ってみると、憧れのシラネアオイの群

生地だった。嬉しくて思わず歓声！

尾根に出ると案の定強風が待っていた。念のためリーダーの新庄さんを先頭に男女が交互

になり飛ばされないように杖を頼りに踏ん張って歩いた。急な残雪を登ると金北山の頂上

に出た。

相川の漁火の宿「道遊」では海の幸をお腹いっぱい満喫した。

三日目はおまけの佐渡観光。朱鷺の親子をみたり、立派な社寺を参拝したりと充実した三

日間だった。

企画して下さったリーダーの新庄さん、車を運転して下さった男性の皆さん、会計の千葉

さんお疲れ様でした。そして一緒に歩いて下さった皆さんありがとう。思い出に残る山旅

でした。 【杉山 清美】

佐渡 山旅佐渡 山旅

    山 金北山    山 金北山
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40 年前家族旅行で行った佐渡へ再び行くことが出来、子供たちの小さかった頃を思い出

し、月日の流れを感じました。花の島、佐渡、本当に花の多さにビックリ！！

一日目、二日目とも只、立っていられない程の風の強さに、何度かヒヤヒヤしあの雪の安

達太良山の強風を思い出したが、あれより長い行程にずうっと足を踏ん張って頑張り、残

雪がある金北山をひたすら目指した。

金北山ではカタクリ、シラネアオイの群生を見て感動し、その他沢山の花に出会うことが

出来、楽しい山行でした。

三日目は観光で尖閣湾の海のきれいな青さとスカシユリ、トビシマカンゾウなどにまた又

感動でした。リーダー新庄さん、運転して下さった六人の男性お疲れ様でした。

一緒に登ることが出来た皆さん有難うございました。 【黒澤 登美江】

稜線では風も強く何度もよろめく有様でビッ

クリ。シラネアオイはいたる所で咲き乱れてお

りました。ドンデン山荘からの景色もよく思っ

ていた以上に、色々な花が多く楽しい佐渡でし

た。 【下川 賀也】

佐渡島の山行は初めてです。風の強い中での山

行も思い出に残ります。ドンデン山荘から両津

湾から真野湾まで見渡せたのも良かったです。新庄リーダー、参加者の皆さん、ありがと

うございました。 【山﨑 正夫】

佐渡は歴史の島であり花の島である。特にこの時期は「シラネアオイ」や「カンゾウ」が

花盛りとなって島は最も賑わう季節であるとのことであった。

さて、今回ドンデン山から金北山までの縦走、強風注意報が出されていることもあり快適

な尾根歩きという訳にはいかず、小生にとっては結構キツイ山行であった。

それにしても「シラネアオイ」の群落は見事なものである。一株が 20 本 30 本に成長し一

面咲いている。《下世話な話だが園芸店では一芽 1000 円、3 本立ち 2800 円位で販売され

ている》誠に驚きであった。 【小宮 将光】

佐渡のお山は 2 日間、強風に悩まされたが､ま

ずまずの天候であった。2 日目の金北山は 8 時間

の行程で楽なコースではなかったが、花の季節

であり白根アオイの群落は尋ねる価値は十分に

あった。 【山本 理郎】

金北山は強風に煽られ大変な思いをしました

が、様々な花に出会うことが出来ました。宿で

は食べきれない程の沢山の海の幸が出されました。楽しい 3 日間の佐渡の旅でした。

【大畑 英子】

強風 耐      

      

    山 向   歩 
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佐渡山行、草加出発は早朝４時の出発で雨、新潟近くまで車中も雷雨で心配な出足だった。

でも、途中から雨も上がり曇り空で雨は大丈夫になった。佐渡に着いてからは一日目、二

日目と雨の心配はなかったが風が強くて大変だった。二日目もドンデン山から縦走中、金

北山まで強風で危険なくらいだったが、雨やガスがないので展望が良く廻りはよく見えて

快適だった。

又、花が沢山咲いてて特に白根アオイをはじめとして、大岩カガミやカタクリなどの花

が沢山咲いてて気持ちが落ち着いて楽しい山行だった。

最終日は佐渡観光になり特に朱鷺の見学などは本当に良かった。山のリーダー新庄さん、

観光のリーダー小宮さん本当にありがとうございました。 【阿部 芳夫】

佐渡のドンデン山から佐渡最高峰の金北

山の縦走と云う、考えても見なかった山行

に思いがけなく参加出来るという何とも

幸せな山行でした。

シラネアオイの群生に出会えたのは初め

ての事でした。又、日本海から吹き付ける

凄い強風に何度も、身体を持って行かれそ

うになるのを必死で堪え、ストックにしが

み付きながら登山口に下りた時には体力の消耗でヘトヘトだった。

でも、楽しかった～～！ご一緒して呉れた皆さん有難う御座いました。

【小野寺 英子】

ずっと前から行きたかったドンデン山。特にアオネバ渓谷沿いに咲く花街道を歩くことに

強い憧れがあった。行く前から今年は雪解けが早くお目当ての花が残っているのか危惧し

ていた。案の定、花はすっかり終っていて当てが外れ意気消沈。早くも実をつけたエンレ

イソウがやたらと目に入り恨めしい。

初日の花観賞は空振りに終ったが、ドンデン高原のシラネアオイの群落には感動した。金

北山への縦走路でも随所にシラネアオイが見られたが、後半になると有難さも麻痺してし

まい関心が薄らぐ方もちらほら。

左右に海が広がる縦走路は標高こそ低い

が、植物が生えないザレ地や芝生、地を這

うように伸びた背丈の低い木々が多く見受

けられた。自然環境がいかに厳しいかを物

語っている。

私たちも強風の洗礼を受け、ストックを頼

りに黙々と金北山を目指したが、外海府か

ら吹き付ける風は終始止むことはなかった。

体を張って歩いたご褒美か、夕刻には佐渡春日崎沖に沈む夕日が私たちの頑張りに応えて

くれている気がした。 【新庄 八重】

尖閣湾

金北山山頂
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笠取山（1953M）
記：八並 絹代

◆山行日：2015 年 5 月 17 日

◆メンバー：L 鈴木廣・張替・木原・八並

◆コース：草加駅 5：30➡作場平橋 8：30/8：55…….やぶ沢峠 10：00….

…笠取小屋 10：20/10：30……笠取山 11：10/11：40….水干分岐 12：05….

….馬止 13：40…..中島川橋 13：55….駐車場 14：25

10 年余り前、石井さんリーダーのもと、秋の笠取山～雲取山を 2 泊でみんなと一緒に歩

いたのを思い出し、新緑の笠取山をぜひ歩きたいと思い参加した。

作場平橋の駐車場はすでに沢山の車が止まっており人気の山のようだ。当日は五月晴れで

爽やかな気候、新緑が美しく優しい緑に感激しながら歩いた。標高が高いせいか、まだま

だこれから芽吹きの木々もあるしこの山はまだ早春の季節だ。

作場平橋からの登山道もとっても整備されており、東京都の水源林だから東京都がしっか

り管理され登山道の案内板も山梨県でなく東京都水道局のものだった。

笠取小屋ではイベントがあるのか大勢の登山客が炊き出しの用意をしていた。10 分

あまり休憩し先を急いだ。歩きやすい尾根道をしばらく歩くと小さな分水嶺に到着した。

ここが多摩川、富士川、荒川水系の分水嶺だと思うとなぜか感慨深い。目の前に笠取山、

山頂直下の急な直登がありこれを登ると思うとうんざりした。やっとの思いで登りきると

山頂、素晴らしい景色、山並みがあり富士山も出迎えてくれて感激。

後でわかったことだが、本当の山頂はここではなく東に 3 分程歩いた岩場にあった。この

辺りはあずまシャクナゲが沢山咲いて綺麗なこと。ここから先は登山者もいなく、皆ピス

トンで下山するらしく静かな山歩きが楽しめた。この山はぐるっと周回して自然林の新緑

も楽しめるし、歩程も丁度よくお薦めの山のように思えた。ただ多摩川水源の最初の水一

滴を見ないで帰宅し残念、残念。次回の課題としよう！
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★日 程 平成２７年５月４日～５日

★メンバ－ Ｌ園木、大門、加藤 記：園木 毅

４日夜叉神峠登山口 06:55―07:50 夜叉神峠 08:00-11:15 南御室小屋 11:40―13:05 薬師岳小屋

泊

５日薬師岳小屋 05:15―05:30 薬師岳 05:55 観音岳 06:05―07:30 地蔵ヶ岳 08:00―09:15 観音

岳 09:50 薬師岳 10:00 薬師岳小屋 10:30―11:15 南御室小屋 11:45―14:10 夜叉神峠 14:25―
14:55夜叉神峠登山口

花崗岩の白い砂の稜線と地蔵岳のオペリスクが印象的鳳凰三山。夜叉峠から薬師小屋に泊

まり往復しました。

５日は天気にも恵まれ白根三山、南部の山々、北、中央アルプスの大展望を満喫素晴らしい

２日間でした。

残雪の鳳凰三山、とても楽しかったです。大門さん、加藤さんお疲れ様でした。

観音岳からの白根三山

山小屋泊はほとんど自炊

野菜ドライカレ－とセブンプレミ

アムハンバ－グ

中央高速からも見える地蔵岳のオペ

リスク。中段まで登りました

http://www.yamareco.com/modules/yamainfo/ptinfo.php?ptid=4331
http://www.yamareco.com/modules/yamainfo/ptinfo.php?ptid=5400
http://www.yamareco.com/modules/yamainfo/ptinfo.php?ptid=1176
http://www.yamareco.com/modules/yamainfo/ptinfo.php?ptid=5400
http://www.yamareco.com/modules/yamainfo/ptinfo.php?ptid=2770
http://www.yamareco.com/modules/yamainfo/ptinfo.php?ptid=2769
http://www.yamareco.com/modules/yamainfo/ptinfo.php?ptid=4331
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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。

この後、231 号＝橘さん、232 号＝新島さん、233 号＝宮地さんが編集を担当します。

今後も会員の皆様の御協力をお願い申し上げます。 山﨑 正夫

松姫峠

至仏山
倉見山
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