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小野寺

遂に私のところにも

英子

［老いの神様］がやって来た！

最近の私は頑張りが効かなくなって来たなぁと感じることが多くなってきた。
数年前までは、ちょっと不安が有りそうな山でも、一歩山の中に踏み出せばもう
不安はどこ吹く風ってなもんで、切り抜けられたのに…
思えば数年前から、大先輩の尊敬する人達がよく言ってたっけ！
「今の英子ちゃんには絶対分からないよ！」私たちの年齢になれば分かるよ！…と
本当だった！！ 今なら当時の先輩たちの思いがしっかりと分かります。
知らず知らずのうちに、私も若い方々に同じ事を言ってる自分に一人苦笑いです。
７０歳になった頃からのような気がする。
気力はそれほどの変化は無いつもりで居ても、前日の寝不足などが有ると途端に体力的に
自信を無くす、それが身体にもしっかりと反応して現れてしまう。
結果的に山行中に迷惑を掛けてしまう事になる。あぁぁ…なってこった！！
こんな事を何度繰り返し、迷惑を掛けながら、自分に見合った山行に落ち着く事ができる
のやら…？？
例会に出る計画の山に、
「 行けそうな気がする…いや無理かな？」そんな葛藤をしながらも、
まだまだ諦めの悪い自分を感じて参ってしまうのです。
どうか皆さん、こんな私の思いも察して、山行に連れてって！！
エヘヘヘ…アッハッハッハ…甘えてる自分が見え～た。
今も頑張ってる先輩方に見習い、８０歳までは絶対山に行きたいと思ってま～す。
他人事と思ってる６０代の方々、 老いの神様 の追っかけはとっても早いですよ～～
順・順・順番に確実にやって来ますよ～（笑）
下のお猿さんのように！（ちょっとシビアでやり過ぎですねぇ！？）
行かれる内に沢山の行きたい山への挑戦、お薦めで～すよ！！

可愛いおさるちゃん

老いたおさるさん
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平成２８(2016)年３月～５月山行実績
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小野寺
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山
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日

程

山 岳 名

リーダー

入笠山
浅井(祐)
安達太良山・
沼田
磐梯山」

参

リーダー部・機関紙部
加

者

森（律）、畑野（順）、江崎、宋、柳瀬
山口（裕）会員外 1 名

阿部、染谷、山本、兼堀（善）、井口、杉山、
渋谷、森（花）、平野、新島、畑野（仁）
畑野（順） 畑野（仁）、渋谷、新島、出口
石井（美）、浅井（祐）、兼堀（善）、畑野（順）、
浅井（昭）
森（律）、柳瀬
鈴木（廣）

松浦

鈴木（廣）、渋谷、小林（い）
石井（文）、渋谷、山崎（正）、黒澤、小野寺、
阿部、上原、
松浦、森（律）
浅井（昭）、柳瀬、新島
小野寺、山崎（正）、新庄、阿部、八並、森（花）、
山本、隼輝
石井（文）、小野寺、黒澤、松田、畑野（仁）、
渋谷、鎌形、小林（い）、芳野、関口、出口
石井（文）、中島、木原、畑野（仁）、阿部、平
野、渋谷、森（花）、上原、鈴木（里）、鈴木
（廣）、杉山、大門、兼堀（善）
山本、小林（い）、山崎（寧）
山本、小野寺、森（律）、山口（敏）、浅井（昭）、
染谷、新島、山崎（正）、鎌形、畑野（順）

山口（裕）
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森(律)
新島、柳瀬

平野

石井（文）、松井、下川、渋谷、黒澤、関口、
鈴木（里）、兼堀（善）、兼堀（恵）、山崎（正）、
芳野、八並、柳瀬
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嶋田、山本、小野寺、鈴木（勝）、会員外 1 名
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井口
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松田
小野寺、小林（い）
浅井（昭）、染谷、山本、鈴木（勝）、森（律）、
松浦
新島、鎌形、兼堀（善）
小林（い） 小野寺
山口（裕） 会員外 2 名
芳野
鈴木（廣）、渋谷、山崎（寧）
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唐松岳

山口（裕） 宮地、大門、山崎（寧）
浅井（祐） 森（律）、鎌形、柳瀬
石井（文）小野寺、黒澤、上原、畑野（仁）、
新島
渋谷、兼堀（善）、兼堀（恵）、森（花）、中川、
張替
畑野（順） 畑野（仁）、平野、江崎
染谷、杉山、木原、八並、中島、山崎（正）、
兼堀（善） 大門、渋谷、出口、新島、小林（い）、森（律）、
鎌形、山本、和田
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倉見山
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沢登り
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沼田、山口、会員外 3 名

会

5/21

伊豆ケ岳
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山崎（寧）、会員外 1 名
山本、下川、鈴木（里）、阿部、和田、山口（敏）
澁谷、大畑、小林（陽）
浅井（昭）、山口（敏）、山崎（寧）、柳瀬

入笠山
公開バスハ
イク下見
モミソ沢
清津峡と坂
戸山
川苔山

千葉
森（律）
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心に残る山行
記

松田

武

心に残る山行の原稿依頼を引き受け、思い浮かべてみたが、ボケの始まりか思い浮かばない。
久しぶりに 13 年分の「てんとさいと」に目を通すことにしました。
▲会員バスハイク
コース

西吾妻山（平成 15 年 10 月 12 日～13 日）

白布峠…西大嶺…西吾妻山…梵天岩…北展望台リフト終点

山の会入会のきっかけとなったのは、お試し山行の西吾妻山会員バスハイクでした。
この山行は 1 泊 2 日の日程で 38 名の参加者があり、会の雰囲気や会員の気質を知る良い機会
になりました。
私の配属された班は、小野寺さんがリーダーの班で小林いつ子さんがいて、お世話になりまし
た。その後、この体験が刷り込みになり、お二人の山行に数多く、くっいて行くことになりま
す。
天候は 1 日目が晴れ、2 日目が小雨でしたが、紅葉は赤、黄、緑と色とりどりの美しさで、
私が今まで観た中で一番にあげたいくらい記憶に残る紅葉でした。
この時の山の会の印象は、女性はパワフルで賑やかで、山行中に沢山の食べ物をいただき、
山の会の山行は行動食を持っていかなくても良いのではと思いました。
男性は、酒を飲んで山の会について議論を闘わしたり、カラオケのマイクの奪い合いをした
り個性的 or 野性的 ? で元気ある人が沢山いる会だなあと感じました。
2 日間の山行は、美しい紅葉の山歩き、温泉、宴会、カラオケのフルコースを体験する楽し
いお試し山行でした。
カラオケなんですが、宴会、バスの中、解散後のカラオケ店出撃と、この山行で 3 回も皆さ
ん熱唱したんですよね !! 覚えていましたか ?

会員バスハイク

6

菅生沼 ＜バードウォッチング＞
記：澁谷久美子
日時：２月３日（水）
場所：菅生沼ハイキングコース、茨城県自然博物館
メンバー：Ⅼ芳野光夫、澁谷久美子、兼堀恵美子
松原団地７時３０分、ゆっくりの出発です。車窓から日光連山、日光白根もちろん筑波
山を楽しみながら１時間３０分程のドライブ、野田市街地を抜け茨城県菅生沼に到着しま
した。
鳥の声・・・湖面いっぱいにコハクチョウ、オナガガモ、マガモ、コガモ、アオサギと感
激！！
また鳥の食事風景にびっくり！！コハクチョウ、カモが真っ逆さまです。湖面の中に頭を
入れ、沼の泥水の中の藻を食べていると聞き納得です。頭は真っ黒です。
菅生沼を一周し、雑木林、茅の沼地を歩くたび、飛び立つ鳥や川岸の茂みのバン、枝先の
セグロセキレイと芳野さんの説明を聞きながらバードウォッチングを堪能して来ました。
昼食後、茨城県自然博物館で学芸員の案内で展示物の説明を受け満足な一日でした。
是非皆様も出掛けてみませんか！！
芳野さん、兼堀さんありがとうございました。
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上州武尊山（剣ヶ峰山・２０２０ｍ）
記：兼堀

善和

日
時：平成２８年２月６・７日
メンバー：L 石井（美）・鈴木（勝）・宮地・新島・森（律）・兼堀（善）
コース ：６日 車２台（石井・鈴木）松原団地西口 5:30～10:15 川場スキー場 10:50～11:05
テント場 11:25～12:25 剣ヶ峰山～13:00 テント場
７日 テント場 7:20～9:05 剣ヶ峰山～9:30 テント場 10:00～10:45 リフト～11:40 花
咲の湯 13:00～15:30 草加
雪歩きしたくて石井会長に武尊山に連れて行ってくれとお願いしての山行で、前に日光白根
山が雪少なく中止のメンバーと一緒にいざ出陣、東北道経由で行けば良かったのですが関越道
で行って途中、関越道二カ所で交通事故（一カ所は車四台の玉突き）で計２時間ロスして、川
場スキー場駐車場に１０時過ぎに着く。明日の天候雪のうえ風強いとのことで今日山頂アタッ
クしようとテント場に荷物デポして１１時半前にアイゼン付け出発、登りでワカンに付け替え
剣ヶ峰山に１２時半前に到着するも、関越道二時間ロスのため山頂まで行くには遅すぎとリー
ダーから撤収の指示、テント場に帰りテント設営トイレも作り１５時から雪溶かして水作り体
験し、各自持参した酒・つまみで宴会スタートし１７時頃から森さん調達のすき焼きで美味し
い夕飯いただき結局２０時半過ぎまで飲んでいた。
翌日は朝５時半起床し朝食は昨日のすき焼きをライスにかけて、これまた美味しかった
夜中中吹いていた強風の中７時半前に行ける所まで行こうと出発するも、又剣ヶ峰山山頂
で強風で視界悪いうえ、メンバーのアイゼン不備のためまたも撤収した。
花咲の湯で冷えた体を温め草加に１５時半頃帰ってきた。
同行いただいたメンバーありがとうございました。
＊感想
やはり山は天気がいいのが最高
関越道は混雑含めなるべく避けたい
雪は寒い 靴・手袋・シェラフ等多少高価でも暖かいものベスト
テントは気の合う仲間と共有時間もてる最高
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高川山（９５６ｍ）2 月会山行
記：石井文子

【日 程】：平成２８年２月１１日(木) 天気：晴れ
【参加者】
：Ｌ，石井(文)、小林(い)、新島、渋谷、平野、兼堀(恵)、森(律)、出口、森(花)、
柳瀬、江崎、関口、兼堀(善)、芳野
計１４名
【コースタイム】：南越谷 6：55＝＝西国分寺 7：35～38＝＝高尾 8：01＝＝
初狩 9：05～9：20――登山道入り口 9：45～10：00――高川山 11：15～12：10――登山
道入り口 13：30――初狩駅 14：00～09＝＝高尾 14：54＝＝南越谷 16：08
２月会山行担当尾崎さんから電話があり「腰痛で登山は無理、どうしよう？」と、相談
があり、代わりにリーダーとなりました。
当初予定の九鬼山の積雪状態を都留市の観光課に尋ねたら「40～50 ㎝山頂付近は凍ってい
るので 10 本アイゼン必要」と、いわれ、兼堀恵美さんと相談し、先月登った山で雪があっ
ても様子がわかる高川山に変更し、当日集合場所で登山場所変更を伝
えました。
9：05 初狩駅ではお寺までの道路に雪はなく、北側の山の斜面には
雪がありました。登山道入り口からの道は、凍っていたので軽アイゼ
ンを付けてもらうが初めての人が多く 15 分程かかりました。
登山道の途中、富士山がちらちら顔をみせてくれます。11：15 高川
山到着、山頂は雪がなく暖かで富士山が大きく迎えてくれました。山頂には 4～5 組の登山
者がいましたが、豚汁を作る場所が確保でき、律子さんが提供してくれた餅も入った豚汁
と皆さんの差し入れをいろいろ食べてゆった
り過ごすことが出来ました。
下山の途中で軽アイゼンをつけましたが、慣
れてきたせいか短時間で装着できました。
14：09 の電車にのり、南越谷 16：08 に到着、
「はちや」でうちあげ、「リーダーご苦労様」
と、ねぎらっていただき、皆さんのやさしさに
感謝、感謝でした。
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三ッ峠山（1328m）
記：畑野

順二

◆山行日：2016 年 2 月 27 日（土）
◆山行者：山崎正夫・出口栄子・畑野仁美・畑野順二
◆コース：松原団地 5：20－いこいの森 7：20－馬返し８：30－八十八大師 10：40－三ッ峠山
10：40－八十八大師 11：55－馬返し 12：50－いこいの森 13：20
今年 3 回目の富士山を見に三ッ峠山に行ってきました。
2 月 26 日 朝の通勤電車から見えた富士山は、たっぷりと雪をかぶり、天気も良さそうで、期
待し松原団地を出発しました。
富士山を見る山では、人気があるはずの三ッ峠山ですが、いこいの森駐車場には、1 台しか車
が止まってなく驚きました。
歩き始めてすぐに残雪はあります。アイゼンは必要なく歩くことが出来ました。
馬返しでは、今日の目的の富士山が見えました。
霞んでいてスッキリ見えません。残念です。
屏風岩の氷柱は、綺麗でした。崩れて登山道に落ちていて、危ないです。
三ッ峠山荘と直登の分離で、直登のルートは、ほとんど人が入ってなく、三ッ峠山荘へむかい
ました。
ここからは、階段などの急登の登山道です。
やっとのことで、三ッ峠山荘に着きお腹がすいたので、パンなどを食べて三ッ峠山に向かいま
す。
山頂では、風もなく暖かいので記念写真を撮り富士山をノンビリと眺めて下山しました。
下山途中で、登ってくる登山者と会いました。
馬返しまで帰ってきたら、雲が出てきて富士山が隠れてきました。
出発から 6 時間かかり、いこいの森まで帰ってきました。
けっこう疲れ、三ッ峠グリーンセンターでお風呂に入り帰ってきました。
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入笠山
記：柳瀬
日
時
メンバー

2016 年 3 月 5 日
L 浅井（祐）、森（律）、江崎、畑野（順）、宋

、柳瀬

一月から入会して、体験登山から 3 回目となった入笠山。5 時半に松原団地に集合し、3 時
間ほどで富士パノラマリゾートの駐車場へ到着しました。道中から雪がないとみなさんお
話しされていて、今日は 3 か月ぶりの登山再開という浅井裕子さんリーダーのもと、スノ
ーシューで遊ぶという目的があった為、一抹の不安を覚えつつも 6 人でゴンドラへ乗り込
みました。雪があろうとなかろうと、私にとっては行く全ての山が人生初。ゴンドラに運
ばれながら心が躍り始めます。登山道を歩き始めしばらく行くと、景色が開らけて木の板
の道が出現しました。ここは湿原で、季節になるとお花が咲き乱れると教えもらい、ぜひ
その時にも来てみたいと思いました。その先の斜面には雪が残っており、とうとうスノー
シューの出番が来ました。装着して滑る感じで歩き始めると、楽しさに我を忘れてどんど
ん斜面を登ってしまい、ハッと気づくと周りには誰もおらず後方で皆さん笑っておられま
した。山頂では裕子さん手作りのスープランチが森さんと共に速やかに繰り広げられ、そ
の手際の良さを心に刻みつけたのでした。

北八ヶ岳・北横岳～雨池峠
日

時

2016 年 3 月 13 日

L 浅井（照）、浅井（祐）、石井（美）兼
堀（善）、畑野（順）、森（律）、柳瀬
コース
松原団地西口 5:３０→8:3０北横岳ロ
ープウェイ山麓駅→9:08 坪庭→10:23
北横岳→11:13 三ツ岩岳→12:38 北横岳
ロープウェイ
前日に降った雪のおかげか、こちらは質の良い雪
に覆われていました。L 浅井さんに付いて、雪の斜
面の歩き方などを教えてもらいながら進みます。
私は初めて見る雪山の美しさにいちいち感動していましたが、他のメンバーの方々は、恐らく
もう何十回も見ているので、あっさりと先へ進んで行くのでした。頂上付近は風が吹きすさん
でおり、寒さに留まっていられないほどでした。その後いくつかの峠を越える時、岩や木の隙
間に深い穴が開いていて、
「ここに落ちると這い上がるのが大変なんだよ」と楽し気に話してい
るのを聞き、私は楽しくなるどころか、落ちるんだここに・・と恐ろしくなりました。そして、
帰り道の尻セード。中高年の男女が、子供のようにはしゃぎ歓声を上げて滑り降りる。なにし
ろ楽しくて、行きにあれほど感動した美しい景色も全て忘れてしまいました。
メンバー

11

扇山（1138m）
記：畑野

仁美

◆山行日：2016 年 3 月 6 日（日）
◆山行者：L 鈴木廣・阿部・染谷・山本・兼堀善・宮子・杉山・澁谷・森花・平野・新
島・畑野仁
◆コース：鳥澤駅～梨の木平登山口 9：30～水呑杉～大久保鞍部～扇山 11：10～三境～
犬目集落～大野貯水池～四方津駅 15：10
扇山には皆さんよく行っているが私は今回初めて参加しました。
天気予報はあまり良くなく、どんよりした空で雨に降られるだろうと覚悟して出か
ける。武蔵野線もいつもより空いていて全員座れた、中央線にも登山者は私たちだ
けみたいで高尾から乗り換えた電車も貸切のようだった。車窓から満開の梅を眺め
ていたら何と、お日様が出てきてみんな大喜び！！
鳥澤駅から集落の細い道を歩く、坂道を上がると富士さんが見えるはずと宮子さん
が教えてくれた。見ると真っ白な頭を出していた、期待していなかっただけに感激
です！！
途中林道に入りまた車道に出てしばらく行くと登山口に着いた。トイレや管理棟ベ
ンチなどあり綺麗にされている。でも杉に囲まれたところなどで、あちこちでくし
ゃみが始まった、花粉症の人は大変だ、お気の毒ですね。さて観音様に挨拶をして
出発します。
ジグザグの少し緩やかな道だ、途中水場があり喉を潤す、またジグザグの道で急に
なるが段差がないので登りやすい。杉が無くなり松の木に変わると大久保の鞍部に
出た、桃蔵山との分岐です、右へ登り奥に行くと広い扇山山頂に着く。
いつもは沢山の人で賑わっているそうですがこの日は貸切です、残念ながら富士山
は雲がかかり裾野が薄ら見えるだけになっていました。しばし宴会を楽しみます。
下りは落ち葉でフワフワした道です
が急です、犬目集落まで下り四方津
駅の看板を見ながら行くと、高速の
談合坂 SA を見下ろすところに出
て来ました。高速を渡り本当なら右
に迂回し貯水池まで行くのだが畑の
中の真っ直ぐの道に入って行った、
その先は使われてなさそうな道を下
ったのですが行き止まりになってしまっ
た。でもそこは山の会、横の斜面を無理
やり藪漕ぎして本道に出た、そこから
延々車道を歩き駅にたどり着きました。
車道歩きが長かったので疲れましたが、予想に反して晴れたのが何より良かったです。
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岳ノ山から大鳥屋山
山行日：平成 28 年 3 月 13 日（日）
メンバー：Ｌ芳野、鈴木廣、渋谷、小林いつ子
コース：五丈の滝 駐車場 7 時 45 分 五丈の滝 8 時 15 分 岳ノ山 9 時 50 分 624ｍピ
ーク
10 時 45 分 大鳥屋山 11 時 30 分 駐車場 12 時 45 分
あきやま学寮 13
時～14 時 30 分頃
春を感じられる低山を探していたら一等三角点を持つ大鳥屋山が目に入った。岳ノ山と
合わせて周遊できる４～５時間のコースで丁度良い。
松原団地を 6 時に出発して、佐野田沼ＩＣから葛生を
経由して秋山方面に北上する。途中五丈の滝の看板があ
り、林道に入ると直ぐにトイレ付の市営の駐車場が有る。
7 時 30 分に着いた。先客の車が１台止っていた。滝でも
見に行ったのだろうか。7 時４５分に出発する。直ぐ二
股に分かれた林道を右に進む。10 分も行くと林道終点の
広場になった。五丈の滝の案内看板があった。そこから
整備された遊歩道を歩く。8 時 15 分、滝の見晴台に着い
た。岩の上を滑るように落下している滝で、落差 45Ｍの
滝なのに静かである。遊歩道を過ぎると杉林の中の沢沿
いの道になる。多くの立木が根から抜けて倒れている。
岩の上の土が少なく、十分に根を張る事が出来ない木々
が、自分の重さで風や雪に耐えられなくなり倒れている
のだ。それらの木々を跨いたり潜ったりしながら体力を
使いながら登って行った。その先炭焼き窯の跡を超える
と尾根に着いた。前日雪が降ったらしく雪が薄らと積もっていた。そこから 10 分程で岳ノ
山の頂上についた。雪の被った石祠があった。近くにマンサクの大木が有り満開に花を咲
かせていた。
其処から一転急な下りになった。鎖もロープも無く、
ビビリながらゆっくり下る。傾斜が緩くなるとヒノキ
の林に変わる。大分下ってから登り返すと 624Ｍのピ
ークに着いた。10 時４５分、少し休んで大鳥屋山に向
かう。下山路の分岐を過ぎるとジクザクな急登になっ
た。なかなか頂上に着かない。最後に神社の参道のよう
なヒノキの道を行くと、一等三角点が現れた。頂上の広
い山だった。11 時 25 分に着いて 45 分まで昼食を食べ
て下山する。下り始めたら１５人程の団体が登って来
た。福嶋の郡山から来たとの事。貸し切りの山と思って
いたが、案外人気の山かも知れない。下山は早かった。林道に着いたと思ったら 12 時 45
分には駐車場に着いた。車も５台程止まっていた。
帰りに少し先のあきやま学寮に行ってみる。古代生活体験村があって面白そうだ。レス
トランでコーヒーを飲んで、320 円でお風呂に入り、ゆっくりとした気分で５時前には草
加に帰ってきました。静かな山旅が出来て楽しい一日でした。
（芳野）
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記:上原

すみ

★実 施 日：2016 年 3 月 19 日（土曜日）
★メンバー：L 山口(敏)、渋谷、石井 (文 )、山崎 (正)、黒澤、小野寺、阿部、上原
★コ ー ス：草加駅 7:00 集合 7:12 中央林間行 ⇒ 錦糸町乗換 7:39～7:53 ⇒JR 総武線
久里浜行 ⇒北鎌倉駅 9:05 着
東慶寺 9:27･･･亀ヶ谷切通し 10:00･･･化粧坂切通し 10:22･･･源頼朝像 10:27･･･
源氏山山頂 10:46･･･銭洗い弁天 11:15･･･佐助稲荷 11:33･･･高徳院・鎌倉大仏
12:07･･･長谷寺 12:35
◎ レストラン和甘 13:50～ピザハウス・ラッテリア BB15:20
鎌倉駅 16:17⇒錦糸町乗換え⇒草加駅 18:30
前夜から降っていた雨も、草加を発つころは小降りになり回復の予報に期待して、平日より空
いている電車に乗り込み、いざ出発！
北鎌倉駅 5 分遅れで到着、雨足は強くなっていたが、先ず東慶寺に拝観料 200 円払い参拝。
女性から離婚できなかった封建時代に、当寺に駆け込み修行すれば離縁できるという女人救済
の尼寺。現在は、夫や彼氏と別れたい女性の受け入れはしていないが、古い過去を断ち切り良
縁を得ることもできる、パワースポットとして有名のようです。
かめがやつさか

けわいざか

鎌倉七切通しの亀ヶ谷坂、化粧坂を進み源氏山に向かう。坂道は整備されているが、ドシャ
降りの雨が容赦なく足元を流れていく。それでも、寺の境内や道端に咲く花木が心和ませてく
れる。源頼朝公の座像が見えて源氏山公園に到着、標高 93ｍの所には休憩所(あずま屋)やトイ
レもあり、30 分ほど休み銭洗弁天に向かう。
平安末期の鎌倉は、災害が続き貧困にあえぐ庶民のため、世の
救済を祈願したところ、源頼朝に巳の年(1185 年)巳の月、巳の日
の夜、この水で神仏を供養すれば、天下は太平に治まると云う夢
のお告げにより、この地に社を建てて宇賀福神を祀ったと云う
伝説がある。洞窟の中の社は銭洗い弁財天で、人々が銭を洗い幸
福利益を願うようになったと伝えられていて、銭洗い水は鎌倉
五名水の一つだそうです。洗ったお金は直に使った方がご利益
倍増だが、お札は使うタイミングがあり宝くじなど買うと良いとか？
朱塗りの鳥居が連なる佐助稲荷神社に到着、石段を登ると出世稲荷の本殿がある。伊豆に流
されていた頼朝が、ある夜、ここに鎮座する稲
荷神が翁に化けて励まし助けた、その恩に感
謝してここに社殿を再建し、出世運、商売繁盛、
学業成就の御利益があると信じられている。
いよいよ今日の観光スポットである鎌倉大
仏の高徳院に着くと、雨にもめげず外国の観
光客で賑わっていた。2016 年 1 月中旬～3 月
10 日までの、尊像の保存、修復が終わり胎内
めぐりも拝観できるようになり、拝観料 200
円、
胎内拝観 20 円を払い境内に入る。
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仏身高 11.312ｍ仏体重量 121ｔ螺髪数
656 個、鎌倉の仏像では唯一の国宝で、
何の為に誰が作ったかははっきりしてい
ない。当初は木造だったが、暴風雨で倒壊
し、建長 4 年(1252 年)金剛の大仏が造営
され、当初は大仏殿もあったが、台風や大
津波で倒壊し、以来現在の様な露座の大
仏となった。胎内に入ると、大仏像が高度
な技法を駆使して鋳造された様子が覗え
る。
雨も小降りになり青空も見えてきて、最
後の長谷寺に着く。拝観料 300 円を Suica
で支払い境内へ。
下境内と上境内二つに分かれており、入山口の下境内には二つの池が配され、回遊式庭園にな
っていて四季の花が絶えず咲いていて美しい。上境内には本尊の十一面観音菩薩像が安置され
ている観音堂、阿弥陀如来坐像(厄除阿弥陀)の阿弥陀堂。
天気も見事に回復し、眺望散策路を回遊し見晴台に戻り、奉納された無数のお地蔵様が立ち並
ぶ境内を後にして、空腹に耐えてきた私たちは、食を求めて町中へ！
レストラン和甘で名物「しらす丼」と少々のお酒に舌鼓、〆は、リーダーお勧めのピザハウス
で至福の一時を過ごし、「終わりよければすべてよし」の一日が終了しました。
リーダー有難うございました。そして皆さんお疲れ様でした。

《リーダーからの一言》
草加駅を発つ頃は雨も止み青空も見え
て天気は何とかもってくれるかと期待し
たのですが、北鎌倉駅では本格的な雨降り
の中のスタートでした。
生憎の雨でしたが、東慶寺・かめがやつ
切通し・けわい坂切通し・源氏山・銭洗弁
天・佐助稲荷・鎌倉大仏・長谷観音巡りに
数々の山野草の花を楽しめた上に、名物の
「しらす丼」に「ナポリピッツァ＆コーヒ
ー」を味わうことも出来ました。
天気予報では生憎の雨天にもかかわら
ず、２７年度末の会山行でしたので敢えて
強行しましたが、８名もの参加者のもとに
無事に会山行を終えることが出来まして
有り難うございました。感謝いたします。
（山口敏雄）
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３月の西穂高岳

松浦

剛

期 日：２０１６年３月１９日～２０日
ルート：１９日―ロープウエイ駅―西穂高山荘（泊）
２０日―西穂高山荘―独標―ピラミッドピークー西穂高岳山頂―ピストン
メンバー：L,鈴木勝、森律、松浦
記 録
３月１９日
早朝２時４０分に鈴木君が梅田に迎えに来てくれ、車に同乗する。中央高速は順調に走り、
松本市より上高地線に入り安房峠トンネルを通り奥飛騨に入るが、トンネルを越えるとあ
たりはすっかり雪化粧となる。
７時４０分：奥飛騨温泉のロープウエイ駅下着。雨が降ってくる。
８時４０分：ロープウエイ駅に入る。身支度は済ませておく。
９時００分；ロープウエイ出発。多くの観光客に交じり乗車するが、中国の観光客が多い。
一度乗り換えて上に駅に向かう。
９時４５分。駅着。直ちに駅を出て雪道を西穂高山荘に向かう。すっかり踏み固められた
雪道をのんびり登る。雪はかなり積もっている。
１１時００分：西穂高山荘着。山荘に入り受付を待つ間に、昼飯にラーメンを注文する。
１部屋我々３人のみで、のんびり酒を飲み午後を過ごす。
１７時に夕食となるが、なんと１００人ほどの人が居た。何人の人が西穂高に登るのか心
配になる。
３月２０日
５時３０分：朝食。昨夜は暑いほどでよく眠れた。
６時３０分：山荘発。丸山まで少しの急登を強いられ、あとは独標までなだらかな登りと
なる。快晴の大空のもと実に気持ちがよい登山となる。
８時１５分：独標着。登りは雪が付き険しく、予想通り下る人と登る人で渋滞する。
目の前には奥穂から前穂が白銀の稜線でコバルト色の大空を区切り、素晴らしい展望だ。
上高地を挟み雲海の上に霞沢岳が白銀の稜線を連ねている。
さすがに独標を下り、西穂高岳に行く人は少なく、安心する。いよいよ岩と雪の厳しい稜
線登りが始まるが、ふみ跡があるのであまり心配もなく、山頂に向かう。
８時５０分：ピラミッドピーク着。西穂高岳に厳しい稜線の彼方には槍ヶ岳も望める。こ
れより上り下りを繰り返し、山頂に向かう。切り立った稜線は、ピッケル、アイゼンを十
分に使い慎重に上り下りする。
やがて頭上に切りたった西穂高岳のピークが望めるようになると、登頂出来る喜びがこみ
上げてくる。
１０時００分：西穂高岳山頂着。山頂直下は垂直な雪壁が１０ｍほどあり、多少緊張する。
山頂には人が多く、山頂での写真は順番まちだ。目の前には奥穂高が聳え、吊尾根が前穂
高岳まで続き、明神岳のギザギザな山稜に続いている。白銀の山々は実に美しい。十分に
景色を楽しみ下山する。
１０時１５分：山頂発。いやな斜面のトラバースも踏み跡がしっかりしているので、安心
である。下るにしたがいガスに覆われるようになる。独標辺りは完全にガスが覆い周囲は
まるで見えなくなる。
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西穂高岳山頂にて、バックは奥穂高岳
１２時００分：独標着。これで一安心である。緊張感も解けてなだらかな稜線をガスの中
をひたすら下降する。
１３時００分：西穂高山荘着。小屋の中は満員なので装備を整理しザックに詰め直ちに下
山することとする。
１３時２０分：西穂高山荘発。以外に急斜面な下山路を上り下りしロープウエイ駅に向か
う。
１４時１５分：ロープウエイ駅着。ロープウエイもガスにまかれ、景色は何も望めなかっ
た。
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上州武尊（2158ｍ）
記：石井美樹
【日 程】：平成２８年 3 月 20 日(日) 天気：吹雪
【参加者】：Ｌ，石井(文)、浅井昭、新島、柳瀬
計４名
【コースタイム】
松原団地西口 5：30＝関越＝川場スキー場駐車場 8：15――リフトＡ――リフトＢ
――リフト終点 9：30――剣ヶ峰 10：00――剣ヶ峰の先 10：30（Ｕターン）――
リフト上 11：15――川場スキー場駐車場 12：40――松原団地西口 14：30
3 月の連休に合わせて、山
口さんのリーダーで、西吾妻
にテント泊山行を計画して
いた。
ところが、山口さんが 3 月
20 日、仕事になり、また、19
日が全国的に悪天候の予報
がでた。
そこで、2 月に行って、悪
天候で山頂までいけなかっ
た「上州武尊」に、再度チャ
レンジすることにした。
関越道は、いつもの通り若
干の渋滞はあるが、珍しく順
調に進んだ。天候も予報通り、
少し風があるものの、晴れている。川場スキー場の駐車場には、予定時刻を若干遅れて到
着した。
時間的には、山頂は間違いなく
ゲットできる。ところがリフトで
剣ヶ峰に近づくうちに、風と雪で
青空は見えない。
リフトをおり、剣ヶ峰を超える
ころには風が強くなる。ここで無
理をしないことに決定し山頂をあ
きらめる。
帰りの沼田ＩＣへの車内から、
上州武尊が白く輝いて見える。
2 時間、ずれて居れば、晴れ
ていたのに、残念でした。
完
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神田川江戸散歩

松浦

剛

期日：２０１６年３月３１日
参加者：文子、小野寺、黒沢、松田、上原、畑野、渋谷、鎌形、小林いつ子、芳野、
関
口、出口
神田川は江戸時代初期に開
削された人工の運河である
が、幕府の米蔵があった蔵
前から隅田川を少し下ると、
神田川の河口がある。江戸
時代は江戸市中に米を運ぶ
水運ルートとして、神田川
が利用され多くの米問屋が
存在した。今回は神田川の
河口、過っては花柳界の名
所であった柳橋からスター
トし、江戸散歩を行った。
すぐに浅草橋見付跡に着く
が、過って浅草橋を境に江
戸市中と浅草地域に分かれ
ていた。秋葉原を過ぎ水道
橋に向かうと坂となり、登
り切ると 御茶ノ水の聖橋
神田明神本殿前にて
であるが、この手前に湯島
聖堂が塀に囲まれている。桜が見ごろで、江戸時代のたたずまいの敷地の中、静かに階段
を上ると江戸の侍になった気分がする。此処は江戸時代の幕府の大学であり、孔子の教え
である朱子学を学んでいた。湯島聖堂と道を挟んで、北側に神田明神がある。満開の桜に
美しい神田明神社が実に映える。神社の脇には実在人物ではないが銭形平次の石碑があり、
子分の八五郎の石碑も脇にあった。御茶ノ水では水道歴史館を見学し、江戸時代に実際に
上水を通した水道の橋が架かっていた場所をみて、小石川後楽園にはいる。此処も園内の
桜は満開で美しく、暫く散策する。庭園の真ん中に池があり、池の後方には白い東京ドー
ムが大空を区切る。小石川後楽園を出てから、神楽坂に向かい坂を登って神楽坂毘沙門天
にお参りする。途中でレストランに入り皆で昼食をとる。神楽坂の坂を下り、外堀通りの
水上レストランを目差したが、入場者が行列をなし入る事が出来ず、やむなく外堀に咲く
美しい桜並木を散策し、靖国神社に向かう。靖国神社前の靖国通りは道の両側の桜が満開
で、夕日を浴びて美しく咲き誇っていた。混雑した靖国神社参拝のあと近くの千鳥ヶ淵の
お花見に行くが、花見客で大混乱し入場出来ず、止む無く千鳥ヶ淵戦没者墓苑にお参りし、
帰路通路に紛れ込み千鳥ヶ淵のお花見をする。千鳥ヶ淵周辺はどこも桜が満開で実に美し
かった。この後に九段坂を下り、地下鉄半蔵門線で草加に帰る。平日にも関わらず多くの
花見客で混雑していた。
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神田川散歩と周辺の歴史

松浦

剛

浅草見付跡：江戸時代には神田川、外堀には江戸市内に入る検問所として、いくつかの見
付（関所）があった。浅草見附は此処を入ると江戸市内であり、出ると浅草地域
となる。
湯島聖堂：江戸時代の幕府の大学である。孔子の儒教を纏めた朱子の朱子学が主である。
此処には古い貴重な多くの蔵書がある。
神田明神：古来海の民が古代の江戸湊に祀った神社で、江戸時代になり現在の高台の地に
移転された。本来の神は海神様の恵比寿様であるが、平将門、大国主命、も合祀
されている。
水道歴史館：江戸、東京の水道の歴史の流れを見ることが出来る。・・・石井さんの管轄
神田上水の石碑：ここから上水を江戸市内に流し込む為に、上水用の掛桶の橋が架けられ
ていた。
後楽園：中国の学者である朱舜水（中国の学者、しゅしゅんすい）の中国の知識で造られ
た。
１）徳川光圀が惚れ込んだ学者である。７万６千坪の面積あり。３８５年前に造られた。
２）小石川後楽園は水戸屋敷の中にあり、三大将軍家光の時代に徳川光圀により造られた。
３）西湖池あり：中国に憧れ作った。渡月橋、京都、木曽などの多くの名所を模して作っ
た。
４）道の敷石は中国風に作られ、大小の石が敷かれ実に歩きずらい。
５）後楽園という名前は「先憂後楽」の諺からとったものである。
６）水戸屋敷や後楽園の中には神田上水が引き込まれ、屋敷より江戸市中に流され、上水
の監視を水戸家で行っていた。江戸川（現神田川）は飯田橋の上流で神田上水を取り
込むための堰が設けられ、残りの水は神田川に流れ込んでいた。
外堀：江戸時代には江戸川（現神田川）の水が飯田橋で、外堀と神田川に分流していた。
江戸川は千葉と東京の境に流れている江戸川と同じ名前で紛らわしいが、飯田橋より上流
の現神田川は江戸時代には江戸川と呼ばれていた。江戸時代の外堀より現在の堀は狭くな
っており、全長１４ｋｍで飯田橋から赤坂見付けまである。外堀と神田川は水運に利用さ
れ、荷を揚げ下す多くの河岸があった。蔵前の幕府の米倉からは隅田川、神田川、日本橋
川、外堀などが水運に利用され、江戸市中に米が運ばれていた。この為に神田川沿いには
米問屋が多くあり、物資の荷揚場である河岸も多くあった。
（これを模した人工の川が飯田
橋から神楽坂下まで続いている。）
神楽坂：神楽囃子が良く聞こえていたので付いた名前とか、関東大震災の影響がなく、下
町の花柳界から芸者が集まってきて、大正時代末期には芸者が多かった様だ。
毘沙門天：馬喰町より江戸中期に移転、狛犬の代わりに虎の石像が置いてある。毘沙門様
は寅年生まれで、江戸時代には寅の日に縁日があり神楽坂毘沙門天として有名になった。
江戸川（現神田川）沿いには江戸時代には多くの浮世絵の摺り工房があった。
「見当、けんとう」とは版画を摺る時に紙の位置を決める為に版板についている位置決め
場所を見当と言う。見当違いは此処から出た言葉である。
靖国神社：幕末戊辰戦争以来、国の為に戦って亡くなった人々を祀った神社である。幕末
の戊辰戦争、日清戦争、日露戦争、第一次世界大戦、第二次世界大戦［太平洋
戦争］などが代表的である。境内に高く聳える銅像は大村益次郎である。
（幕末
において幕府との長州征伐戦争に高杉晋作の参謀として活躍し、明治に入り日
本の軍隊の基礎を作った。）
千鳥ヶ淵戦没者墓苑：太平洋戦争で亡くなった多くの戦士をお祀りした墓苑である。
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神田川江戸散歩感想
関口 美津江
浅草見付跡（柳橋スタート）柳橋と聞くと花街の白粉の匂いがして華やかな黒板塀を連想
し美しい女性が歩いている姿が浮かびドキドキしながら歩きだしたが当時の面影は、なく
高速道路、ビル街が建ち並び川だけが、ゆったりと時の流れを飲み込んで流れています。
どのコースもさくらが満開に咲き春がきたことが嬉しいように大勢の人で賑わっています。
外堀途中の堀から桜を眺める珈琲の店内に入るのに沢山の人が列をつくっています。今度
は私も列の中に並び珈琲を飲みながら桜見物と行きたいものです。松浦さんに詳しく解説
をしていただきながら楽しい一日でした。

浅草橋から九段坂まで江戸時代の雰囲気を感じながら、水運で栄えた神田川沿いの散策。
湯島聖堂、神田明神、小石川後楽園、神楽坂、靖国神社、この時期どこも桜の名所で人混
みの中、楽しい１日でした。有難うございました。
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中山道歩き NO８（磯部～横川）
記：兼堀
★日 時
★メンバー

善和

平成２８年４月３日
L 石井（美）・石井（文）・中島・木原・畑野（仁）・阿部・平野・澁谷・
森（花）・上原・鈴木（里）・鈴木（廣）・杉山・大門。兼堀（善）

コースと感想
今回の街道歩きは、妙義山に向かっての花街道歩きであった。
８：３０磯部出発赤城神社で妙義山を真正面にドンと見て、９：００中山道に出て
街道歩きスタート、９：４５安中氏指定重要文化財郷原の妙義道常火燈で、街道横で作業
していた地元の人たちから育てているグレープフルーツを人数分分けて頂く酸っぱくて美
味しかった。
桜の花をめでながら１０：４０松井田八幡宮：源頼朝も立ち寄ったとされる所、杉
木立を行くと拝殿があった。１１：１５補陀
寺大道寺駿河守改築墓所見学し１１：５５
五科茶屋本陣で昼食、五科本陣お西とお東の
二棟あり江戸時代の名主屋敷で中島家の
住宅として使用していたもの間口十三間半奥
行七軒文化三年に建てられた。なかなか
趣があってよかった。
１３：００茶釜石この奇石はもと旧中山道
丸山坂の上にあり、たまたまたたいたら
珍しい音色に五科の七不思議の一つに数えあ
げられているようです。ここを過ぎた所で菜
の花の花畑に遭遇素晴らしい眺め、１３：２
５碓氷神社慶安年間（１６４８～５２）御仕
殿を改築し碓氷峠山熊野神社の里守とし碓氷
神社と呼んだらしい。
１３：４０陸橋から妙義山連峰眺めると、２カ所山に穴があいている所見える昔武士が弓
をいって
穴を開けたと言い伝えられている。
１
４：０５横川駅に到着このミッション完
了・・・
いよいよ次回から帰り新幹線、本格的な山
歩きかな・・楽しみである。

22

岩殿山【634ｍ】
記：

小野寺

英子

山行日：平成 28 年 4 月 5 日（火）
参加者：L 小野寺・山本・山崎（寧）・小林（い）

《コース》
草加駅西口 5：30＝＝首都高＝＝中央道＝＝大月ＩＣ＝＝岩殿山公園市営駐車場 8：15
駐車場 8：30～岩殿山分岐（鏡岩） 8：50～第 1 クサリ場 9：35～第 2 クサリ 9：40～天神
山
10：35～稚児落とし 11：00～林内コース～岩殿山分岐 12：00～岩殿山山頂 12：45～展望
台 13：15～駐車場 13：20＝＝湯ったり館入浴＝＝草加駅
４日の予定が雨予報なので５日に変更。参加者が４人ならば車でどうか？の申し出にす
ぐに乗った。周回コースの予定を、稚児落とし
までのピストンにする。お陰様で下山時の長い
車道歩きから逃げられました。予報とは大違い
で途中は雨！でも登る頃には雨も上がりホッと
する。
登山口のすぐ下に１０台位の駐車場がある。
桜の時期なので早めに出たが３台止まってた。
最初から階段の登り、桜は満開で綺麗だった。
山頂へは帰りに寄ることにして、鏡岩から鎖場
へと下る。記憶では鎖場は一か所だと思ってた
が次々と現れる。登ってるのは私達だけなので

ゆっくりと出来た。天神山らしき所で雄
大な絶壁の稚児落としが現れる。
取敢えず近くまで進む。
稚児落としの真上に立ち、ここはクライ
ミングをする人は居ないのかな？なん
て話題に… 一休みして下山です。
帰りは何の躊躇もなく、巻道の林内コー
スに入る。細い道でそれなりに切れ落ち
ていて、一寸だけスリルも有った。
前に来た時は巻道が有ることは知らな
かった。難なく分岐まで戻り、又々嫌な
階段を登ると岩殿山頂です。でも最高峰はもっと上で、電波塔のある無粋な所に ６３４ ｍ
の烽火台が有りました。やっと４人の証拠写真のシャッターを押して貰い、東屋の近くで
ゆったりと長めの休憩をとる。山頂には何組かの人達も居たが、思いのほかお花見客は賑
わっては居なかった。
下山の階段はラクチンです。資料館の前の桜が２本濃いピンクでとても綺麗だった！！
後は八王子に向かい、お風呂に入って帰る。参加してくれた皆さんありがとう～～
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谷川岳～芝倉沢下山（1977m）
記：畑野

順二

◆山行日：2016 年 4 月 9 日（土）
◆山行者：Ｌ松浦・山本・小野寺・森 律・山口 裕・浅井 昭・新島・染谷・鎌形・ 山﨑
正・畑野
◆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 8：30-肩の小屋 11：20トマの耳 11：25-オキの耳 12：00-一ノ倉岳 14：00-JR 見張小屋 16：55-駐車場 19：00
雪の谷川岳は、10 年ぐらい前に行きました。その時
は、関越道が渋滞し、天神平から歩き始め時間切れ
で谷川岳まで着かず途中で帰ってきました。
今回は、天神平から谷川岳・一ノ倉岳まで登り芝倉
沢を下る、行動時間が 9～10 時間で長く、芝倉沢の
下りが怖くないか心配し、天神平でアイゼンをつけ
て出発しました。
谷川岳までの登りで、雪のない岩場の怖い下りでは
リーダーのご指導で無事に通過出来ました。雪が少
なく熊穴沢ノ頭避難小屋の屋根が出ているし、とこ
ろどころ雪が解け岩場の歩きにくい天神尾根を登り
トマの耳で記念写真と昼食です。
オキの耳まできました。これより先に歩いているの
は数人で一ノ倉岳を過ぎていよいよ芝倉沢へ下りま
す。
始めは、トラバースで下って行きます。小野寺さん・浅井さんがシリセードを開始し解禁です。
皆様は、まっすぐ下っていかれます。自分だけが左斜めに下って行きます。なぜなのかな。
斜度がゆるくなり後は歩いてくだります。たぶん一ノ倉沢出会いへの道と思える所まできまし
たが、残雪で道が不明で湯檜曽川まで下り川沿いを歩き地形と GPS で JR 見張小屋に近づいた
ので川から道なき所を上がり森さん・松浦さんが先行され JR 見張小屋を探してくださり、こ
れで一安心です。
土合への向かって歩いていると一ノ倉沢出会へ向かう登山道がありました。キツイ登りでもう
ヘトヘトに疲れ、やっと一ノ倉沢まできました。ここからは、車道を歩き谷川岳ロープウェー
駐車まで帰りました。マジで疲れました。
今回のコースは、谷川岳から芝倉沢を下りるコースは、経験豊かなリーダーがいなければ行く
ことが出来ないコースで、山の会に入会し貴重な経験が出来ました。
本当にご一緒して頂いた皆様ありがとうございました。

24

日
程 平成 28 年 4 月 10 日
記：宮地 敬介
場
所 裏妙義(丁須の頭) (1057m) 群馬県富岡市妙義町
メンバー L 山崎寧子，鈴木勝幸，宮地敬介
歩
程 約 5.0h
国民宿舎 7:45･･･8:30 木戸･･･9:30 御岳分岐･･･10:00 丁須の頭の下･･･10：30 丁須の頭の
上･･･12:00 下山開始･･･15:00 国民宿舎
■
■
■
■

昨年秋に訪れた際は、道半ばで氷の壁に阻まれ謁
見が持ち越しとなっていた丁須の頭であるが、今回
有難いお誘いを貰い再訪できることとなった。
５時過ぎに草加を出発、外環を通り関越から上信
越道へ。松井田･妙義 IC で一般道へ、予想外に早く
7:30 に満開の桜が出迎える裏妙義の国民宿舎へ到
着。準備を整え 7:45 に出発。
この時期はまだ山岳パトロールが入っていない
とのことで、ルートが判りづらいが、リーダの機転
もあり、問題なくルートが確保できた。それとは別に注意すべきは落葉で、予想以上に滑った
り、深みにはまったりと僅かな油断で足を取られてしまう。木戸を抜けたあたりから、岩の多
い山道となり年末年始の運動不足を後悔するには十分な厳しさであった。それでも、生気に満
ちた木々の緑や野鳥のさえずりに癒されると、汗も気持ち
良く、荒い息使いも落ち着いてくる。奮闘すること２時間
足らずで御岳分岐、ここを過ぎると浅間山の勇壮な姿が目
に飛び込んでくる。秋には雪化粧した姿に感動したが、春
はまた違った雪渓姿が美しく映る。大きな岩場を抜けると、
その先は秋に氷壁で行く手を阻んだ鎖場であるが、今回は
快く迎えてくれた。
この鎖場を過ぎると丁須の頭が目の前に現れる。まさ
にハンマーヘッド、ここに登ったブログは何度も目にした
が、あらためて実物の前
に来ると不可能の文字が頭をよぎる。それでも勝幸さんのロー
プワークと山崎さんの支援で、頭の上まで登れた時は、感謝と
感動で胸が詰まる思いであった。眺望を満喫し、頭の下で昼食。
頭の向かいにある尾根で十分な休息をとり下山した。予定では
赤岩と烏帽子岩を廻る予定であったが、少し時間的に厳しいと
の判断で、次の楽しみに取っておくこととした。
今回は貴重な経験をさえて頂き、お二人の師匠には心から
感謝しております。本当にありがとうございました。またご一
緒させてください。
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蜂城山（738ｍ）
記：井口宮子
期日：Ｈ28 年 4 月 10 日
メンバー：井口
コース 草加駅 7：00→新越谷駅 7：16→勝沼ぶどう郷駅 10：30→釈迦堂 11：20…
蜂城山 12：50…釈迦堂 2：45→勝沼ぶどう郷駅 4：10→新越谷駅 6：40

甲府盆地を見渡せる駅のホームまで届きそうな満開のさくらの枝が伸びていた。そのはる
か向こうには、南アルプスの峰々もかすかに見えていた。この光景が見たくて、お天気に
誘われて来てみた。
観光だけでは勿体無いので、釈迦堂から桃の果樹園の間を通りぬけてシュンランを探しな
がら歩いた。
神社のある山頂に着いたら、10 人程の若間が騒がしくてザックを置いて休む気になれ
ず、すぐに下山した。
果樹園の傍でお花見とランチをしていると、心地良いコーラスが聞こえてきた、どうやら
先程の若者たちは音大生？ハイレベルな合唱が続いた後「うさぎ追いし彼の山～」思わず
私も口ずさみながらバス停に向かい、帰路に着いた。
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南高尾縦走
記：森
日
時
メンバー
コース

律子

2015 年 4 月 16 日
L 森（律） 浅井祐、兼堀善、小林い、新島、森花、柳瀬
南越谷 5:31→高尾 6:50→草戸山 9:10→城山 12:20→14:30 相模湖

翌週参加する秩父 7 峰縦走のトレーニングに南高尾縦走に行きました。
このコースは高尾駅
から相模湖まで歩くロ
ングコース、夏山縦走登
山の訓練などに私のよ
く使う、お財布にも優し
いお気に入りルートで
す。
住宅街の分かりにく
い登山口から入ってア
ップダウンを繰り返し、
高尾山系特有の色々な
花を楽しみながら高尾
とは思えないほどの静
かな山道を歩きます。
長い縦走路でちょっぴり寂しくなったころ、いきなり人の沢山いる高尾～陣馬山州走路に出
て「ホッ！」とするのもお楽しみの一つ。
城山山頂では桜の花もまたきれいに咲いていて、あとは下山のみということで、乾杯！ホッ
プの香りが体に心地いい～東海自然歩道の吊り橋を渡り相模湖駅に到着、参加者の皆さんお付
き合いくださりありがとうございました。地図をみるとすごく歩きましたね
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残雪の唐松岳
記：嶋田 博久
◆山行日：２０１６年４月２３日
◆メンバー：L 山口、鈴木、山本、小野寺、嶋田、会外１名
◆コースタイム: ７時間 (休憩６０分含）
八方池山荘 8:52→9:37 八方山→11:39 丸山➡唐松岳山頂荘 12:45→唐松岳山頂 13:00
→唐松岳山頂荘 13:34→丸山 14:37→八方山 15:42→八方池山荘 16:03
自身初の北アルプスが、こんなに早く実現するとは ‼
前夜草加駅集合し、車を走らせ埼玉、群馬、長野そして有料道路を抜けると月明かりに照らさ
れる北アルプスの山々が私を迎えてくれた‼もう興奮は誰も止められない‼
更にテント内で明日の天候、登頂を祈願し乾杯‼いつになく beer と柿ピーが美味いのって
話しも弾み、気が付いたら２時を回っていたので明日に備え就寝。
５時過ぎには目が覚め、１人あっちをウロウロこっちをチョロチョロ‼夜が明けると❗
ドドドーﾝと目の前に白馬の山々が輝き、｢早くおいで❗｣と呼んでいるようでした。

イヤーﾝ？８時のゴンドラアダム運行迄が長く長く、気が遠くなるのを我慢した介がありまし
た‼曇り空は雲が流れ半径 6.371km の美しい地球の青い空と 149.600.000km 離れた太陽の光
が我々一行を歓迎してくれました‼
ゴンドラ、リフトを乗り継ぐと右手に白馬三山、正面に現れた鹿島槍ヶ岳･五竜岳、
そしてまだ見れぬ唐松岳と憧れの劔岳に会いに出発です❗
八方池山荘から八方尾根公衆トイレ迄は、ほぼ雪がなく順調にスタート。
トイレから見上げる雪景に一本のトレースをデッカイザックを背に別パーティーが登って行く
後ろ姿を格好いいな‼と憧れから｢よし‼俺も｣と意識の変わる自分が居ました‼
残雪の雪を一歩一歩と歩みを進める山旅、間近で見る信じられない雪山の絶景に言葉を失って
いました‼八方ケルン、雪に覆われ姿のない八方池、雪稜の急坂を登る気持ち良さ、
白馬三山を見ながらの休憩、稜線を吹き抜ける風、全てが別世界の様だった‼
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第三ケルンを越え下った所でアイゼン装着し、丸山に向け急坂の雪稜を右手に不帰キレット･
天狗の大下り、左手に圧巻の五竜岳に挟まれこんな贅沢な事をしてて良いのだろうか？こんな
事を想いながら登り、丸山に到着。暫し休憩後、体調が復活しない小野寺さん山本さんが｢私は
ゆっくり山荘迄行くから、山頂行って来て‼｣と本当に先に行っていいのか？ピークハントした
い気持ちと仲間と離れる不安感、続行して帰りのリフト 16:30 迄に下山出来るか？も考え葛藤
した。鈴木さんから 13:00 には下山の条件付で行こう‼
リーダーの決断は？山荘で会いましょう‼でした。｢よし‼｣心のギアを５速に入れ直し
小野寺さんと山本さんと言葉を交わし、下から吹き抜ける風を左手から受け、右側は断崖絶壁
の稜線を気をつけて歩いた、暫くすると山頂が露になり、山荘が見えてきた、そして人生初の
ついに‼稜線に出ると目の前に静かに佇むそして険しい山塊、ドドド迫力のつ～劔岳劔岳様‼感
動だった‼半べそだった‼ボーッと見ながら雪のない登山道をガリガリと音を発てながら急い
でピークハントへ❗足が吊りそうだった‼頑張った‼躓いた(笑)
ヤッター‼唐松岳の頂に立つ❗この達成感は半端ないですよ‼劔の頭はガスの中‼次は俺の所に
来いよ❗と言わんばかりに全容を拝む事は出来ませんでした‼が３６０度の大パノラマ、あまり
にも雄大で美しい飛騨山脈に感動より唖然とした‼最高のご褒美でした‼
リーダー山さんから｢この景色を見て欲しかった‼｣ともうサイコーで～す‼暫くすると鈴木さ
んと同僚さんが上がって来て四人でハイチーズ‼愉快な一時でしたが

風が強くガスも出そうな為、早々下山して山荘で待って頂いたお二人に合流し最高の景色を唐
松岳をバックに記念撮影、とっても嬉しかったです❗感謝の気持ちで一杯です❗
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坪

山
記：平野祥子

■ 日
程 ：2016.4.23
■ メンバー：L 平野、石井(文)、松井、下川、渋谷、黒澤、関口、鈴木(里)、
兼堀(善)、兼堀(恵)、山崎(正)、芳野、八並、柳瀬
■ コ ース :南越谷 6:07 発＝上野原駅 8:10 発バス＝八ツ田停留所 9:05 着
坪山登山口 9:25…11:35 山頂着（昼食）12:00 発…びりゅう館分岐 13:30
…びりゅう館 14:05 着 14:20 発バス---上野原駅 15:05 着＝南越谷
昨年文子さんの坪山山行に同行させて頂いた時、初めて
ヒカゲツツジを知った。薄い黄色の花は決して華やかでは
ないが満開の時はどうなのだろうか？と。「来年坪山へ行
くなら、サポートするよ!!」と言っていただき今回の山行
となりました。花の開花は本当に難しい。天気も気になる
…。
上野原駅に着くとたくさんの人・人・人。臨時便もあり
二手に分かれバスに乗り込む。山の会のメンバーは先々に
判断してくれてありがたい。軽く準備体操をして花が多い
西尾根を歩き始める。丸木橋を渡り狭い道を注意しながら
行くと明るい平地に出た。駅で貰ったパンフレットによる
と畑だったそうだ。少し進むと急坂になって尾根に出た。
ようやくヒカゲツツジを見つけたが花は終わりかけて
弱々しい。ちょっと気がめいるが後ろの方で「これから～
これから～」と。力強い言葉に期待して登って行くとロー
プがついている急な斜面の尾根道の先にヒカゲツツジが咲いていました。この辺りから山
頂にかけてヒカゲツツジが見られて嬉しくなりました。山頂で記念写真を撮り、日ざしの
強い中それぞれの場所で昼食(30 分)を済ませてびりゅう館へ下山開始です。
山頂からの下りは急でしたが慎重に歩く。びりゅう館の分岐迄はいくつかのピークを登
り下りの尾根道です。新緑のやわらか
な色と所々にあざやかなミツバツツ
ジが咲いて気持ちのいい歩きでした。
分岐を左におれ、去年写真を撮った奇
木を過ぎてまもなくびりゅう館に着
きました。
低山ですが変化のあるいい山です。
みなさん是非どうぞ！！
皆さん不慣れなリーダーに御協力
いただき有難うございました。
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記：宮地敬介
■
■
■
■

日
程 平成 28 年 4 月 24 日
場
所 御前山(1405m)
東京都西多摩郡奥多摩町と桧原村
メンバー L 井口宮子，四宮慎太郎，宮地敬介
歩
程 約６時間 5:31 南越谷駅＝6:10 西国分寺駅＝8:12 奥多摩駅－8:40 境橋･･･9:55
栃寄沢登山口･･･11:00 めぐすりの木広場･･･11:35 惣岳山分岐･･･11:45 惣
岳山･･･12:10 御前山山頂･･･12:40 下山･･･14:20 栃寄沢登山口･･･15:40 境
橋･･･16:20 奥多摩駅
御前山は奥多摩三山の一つで、その形のよさや、奥多摩主脈の中心に聳(そび)える山として
から人気も高い、また登山道は奥多摩体験の森の中にあり整備されている。
山行当日草加を出た時は降っていなかった雨も、武蔵野線沿線で降り始め合羽の覚悟を決め
ていたが、拝島まで来るとほとんど止んでいた。奥多摩駅からバス
エ
イ に乗ること 10 分弱境橋で下車、橋を戻り舗装された脇道に入る。
ザ 緩やかな坂道を歩くこと小 1 時間、道端にはスミレやウツギが彩り
ン
ス を添え、森の家付近では花桃やツツジが春色に着飾っていた。栃寄
ミ 沢登山口から林道にはいる。登山道は奥多摩都民の森(体験の森)と
レ
いうこともあり標識も整備され歩きやすい。早朝に御前山にも雨が
降った様で、足元が多少ぬかるんだり、木の葉で滑りや
すかったりしたが、それでも林道の湿度は、適度に清涼
感をもたらし、心地よい呼吸を支援してくれた。途中名
所のめぐすりの木を通り林道を進む、目的のカタクリは
葉こそ見かけたが、花は見当たらなかったため、鹿に食
べ尽くされたのでは？と心配になったが、惣岳山分岐付
近では保護エリアに多くのカタクリを見ることができ
た。多くのカタクリは天候の為しっかりとその花びらを
メグスリの木
閉じていたが、中には曇
り空にも拘わらず大胆に開いている豪傑もいて、カタクリも
カタクリ
様々であることを知ることができた。途中山頂は若い登山者で
にぎわっていたが、たまたま空いたベンチで昼食をとることが
でき、周りのカタクリも満喫でき、充実した時間を過ごすこと
ができた。下りは避難小屋を廻り通行止め区間を回避し、トチ
ノキ広場から栃寄森の家を経由し境橋に戻った。
避難小屋は前面がガラス張りの新しそうな建物で、多くの登
山客で混雑していた。ガスがなければここから大岳山､御岳山
の展望がよいそうだ。御一緒頂いた四宮さんは今回がお試し山行とのこと。
十分な下調べもさることながら、登山に関する知識も多く健脚で井口リーダ
のペースの速さにも問題なく歩かれていました。企画頂いた井口(宮)リー
ダ、御一緒頂いた四宮さんありがとうございました。私宮地と宮つながり
（皇族や神社関係ではありませんが）で楽しい山行でした。またご一緒させ
てください。
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小野子三山
メンバー
コース

Ｌ鈴木（廣） 山口（敏）、八並、平野、渋谷
草加 5：20→赤芝駐車場 8：30～8：40→小野子山登山口 9：00→
小野子山山頂 10：00→中ノ岳 11：00→十二岳山頂 11：50→（昼食）
下山 12：40→赤芝駐車場 3：30
記：鈴木

廣

ＧＷの初日、心配なく到着。山肌は新緑できれい。
若葉の香りと緑のそよ風と言いたいけど、風は強く、しかも寒く大荒の天気。
急坂、急登の小野子山の帰りが辛い。十二岳山頂手前で右手指先位の所にカモシカが休ん
でいた。俺達の声にビックリしたのか立ち上がりじっとしていた。
体は薄茶色で首に黒い模様があったような気がします。
きれいで可愛い、きっとメスに違いないと思います。
山頂からの展望は素晴らしく、谷川連峰は白くにごっていた。景色を見ながら昼食をした
後下山。小野子山の急登の事を考え、中ノ岳を過ぎた所から林道を下り高山高原牧場へと
進む。桜も満開、花もあったが忘れた。牛もいない寒い牧場の展望台で休んだあと駐車場
に 3：30 予定通りに着いて終わった。
草加駅到着間近、何の気なしに「今日は良かった？」「楽しかった？」と口に出したら
皆、一斉に「良かった～」「楽しったよ～」と言っていただいた。この言葉が嬉しく、今
も心に残っています。
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日光霧降高原（大山・隠れ三滝）
記：松田
山 行 日
参 加 者
コ ー ス

武

平成 28 年 4 月 26 日（火）晴れ
L.松田・小野寺・小林いつ子
春日部駅発 6：53＝東武日光駅着 8：25／霧降高原行バス乗車 8：50
＝霧降高原着 9:15／レストハウス発 9:30…大山…猫ノ平…マツクラ滝
…玉簾滝…丁字滝…つつじヶ丘…霧降の滝入口着 13：50（蕎麦屋に立ち寄り）
…東武日光駅 15:30 着／東武日光駅発 15：36＝春日部駅着 17:30

久しぶりの山行は、急な山行計画なためか、義理堅く、賑やか、かつパワフルなお二人
との山行となりました。
霧降高原行バスの車窓からの山桜が目に優しい。30 分程で終点のレストハウス前に着く。
連休前の平日のためか、観光客やハイカーがいないのでバス停が広々としている。バスか
ら降りたのは、私たちと 10 人程の中高年の男ばかりの珍しい登山グールプだけでした。
大山に向かって歩き出す、お目当てのミツバツツジは、まだ時期がはやく、蕾が今にも
弾けそう状態でした。それでも所々に生まれたての色鮮やかなミツバツツジを観ることが
できました。山頂周辺は牧場になっていて、草原の中を歩く。牧場の出入口には牛の逃亡
を防ぐための、人一人が通り抜けられる鉄製の柵があり通らなければならない。牛の糞は
まだ放牧時期でないため見当たらない。大山山頂と猫の平には、四阿があり見晴しもよく
休憩に良い。猫の平を過ぎると展望がなくなり草深くなる。
この後、
「マツクラ滝」
「玉簾滝」
「丁子滝」と霧降川沿いに次々と滝が現れる中で、玉簾
滝は名前の通りスダレ状に幾筋にも分かれた水流が段差のある岩肌を洗うように流れ落ち、
紅葉の季節にお勧めしたい滝です。
霧降の滝入口まで下って来た
が、腹が減ったとのリクエストが
あり、霧降の滝はパスをして蕎麦
屋に立ち寄ることにした。店の中
は先客が一組だけで、のんびりし
た気分で食事をしたため、本数の
少ない日光駅行バスを見逃して
しまった。次のバスまで一時間半
程あるので、日光駅まで歩いて行
くことにした。日光駅までの道は
ほぼ下りで、路側帯はあるが歩道
がないところが多く、車に注意し
ながら帰路についた。

大山の四阿にて
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尾瀬ヶ原、景鶴山の山行

松浦

剛

１、期日：２０１６年４月２９日～３０
２、場所：尾瀬ヶ原
３、参加者：Ｌ松浦、ＳＬ浅井、染谷、山本、新島、森律、鎌形、鈴木勝、兼堀。
４、初めに
今回の山行計画は、石井会長が残雪期の景鶴山に登るために計画されたものだが、石井さ
んが腰を痛め松浦がリーダーとなり行われた。しかし行く前から今年は雪が少なく、景鶴
山への登山は危ぶまれたが、一応尾瀬ヶ原には行ってみる事とした。
５、記録
５時３０分、松原西口集合し、直ちに車２台で出発、天気はまあまあであった。５月連休
の初めの為か車はスムースで、戸倉の駐車場も空いており鳩待峠まで行けそうなので峠に
向かう。まったく雪はなく段々と小雪がぱらつき鳩待峠に着いた頃はみぞれとなる。
９時１５分、鳩待峠駐車場着。峠の小屋で一休みし、雨具をつけ荷を整える。
１０時１０分、峠を後にみぞれの様な小雪の中を山ノ鼻小屋に向かう。下りの木道には薄
っすらと雪が積もり滑りそうで気を遣う。周囲には雪はなく笹薮だ。下り切って湿地帯が
現れると、小さな水芭蕉が多数咲いていた。
１１時２５分、山ノ鼻小屋着。
昨年と異なり周囲には雪は
なく、笹薮と土である。やむ
なく濡れた土の上にテント
を張る。新品のテントのグラ
ンドシーツも泥だらけであ
ろう。相変わらず小雪が降り、
直ちにテントに入る。新品の
ジャンボテントには９人が
入る事が出来、５人の荷物を
他のテントに入れておけば
１０人まではＯＫだ。細長く
背も前より高く、住居性は大
変良いジャンボテントの中
で、全員そろい昼飯を作る。
ジャンボテントの中での宴会
山ノ鼻小屋の人に景鶴山の情報を聞くと、雪がなく藪山となり登山はやめた方が良いと言
われ、予想通りの展開となり景鶴山の登山は中止とする。皆の同意を得て景鶴山に登れな
いのであれば、明日は尾瀬ヶ原を少し散策して下山する事とし、午後からは宴会になって
しまう。９人全員でジャンボテントに入り、浅井コック長のもとで昼から夕食までに３日
分の食料を食いつくし、大いに酒を飲み楽しい宴会をする。この間雪は降りやまず周囲は
段々と白い雪景色となってくる。９人での宴会となると大いに話は盛り上がり、あっとい
う間に夕方になってしまうが、テントに積もる雪を時々払い落としながら、延々と宴会を
続ける。昼の１２時頃からから始めた宴会も夜７時半ごろにやっと酒も切れて終わりとな
る。
夜８時３０分、全員シュラフに入る。夜間は比較的寒さもなく、快適に寝ることが出来た
が、夜中も誰かがテントに積もった雪を払い落とす音が聞こえた。
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５月３０日
４時３０分、起床。朝起きると予想に反してまだ小雪がぱらついており、周辺は１５ｃｍ
ほどの積雪で、すっかり雪景色となっている。空は雲に覆われ好天の兆しはない。
５時頃から朝食の支度にかかり、生鮮食料品の最後の食材を食べつくす。今回は小野寺さ
ん調達の生鮮食料品が多く、実に食べやすく十分に美味しい食事が出来た。
７時３０分、尾瀬ヶ原の散策に出発する。まずは尾瀬ヶ原末端の至仏山の登山口に行って
みるが、笹薮の上に雪
が積もり、もしこの状
態で景鶴山を登った
ら、笹の上に積もった
雪が滑って、とても登
れる状態にはなく、中
止して良かったと思
える状態であった。原
に出ると風もあり気
温も低く少し寒さを
感じる。この後に尾瀬
ヶ原の中を散策し、周
囲を見るが、至仏山も
燧岳も山頂は雲に隠
れていた。雪の積もっ
た木道の下には可愛
い水芭蕉が所々に咲
いていた。
尾瀬ヶ原にて
帰りには小屋の末端にあ
った喫茶店に入り、皆でのんびり休息
をとる。９時ごろからテントをたたみ、
各自パッキングして尾瀬ヶ原を後にす
る。鳩待峠までの登りは木道に雪が積
もり、慎重に一歩一歩滑らないように
登る。途中の湿地帯に咲いていた水芭
蕉も雪をかぶり、ちじこまっていた。鳩
待峠に着くころは青空も顔を出すよう
になり、無事駐車場にたどり着く。
雪をかぶった水芭蕉
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陣馬山 与瀬コース
■ 日
程 Ｈ28.5.2（月）
記：小林いつ子
■ 場
所 陣馬山
■ メンバー Ｌ小林い・小野寺
■ 歩
程 5：52 南越―7：15 相模湖駅 7：30―7：40 与瀬神社ー9：25 矢の音―
10：10 明王峠―10：40 陣馬山 11：30－ 一ノ尾根―13：00 落合―
タケノコ狩り―14：00 藤野
ゴールデンウィークのど真中に急募をかけたが、やっぱり二人！でも騒音計で測れば
優に五人分かな？
相模湖駅で朝ご飯を食べ、与瀬神社経由で陣馬を目指した。このコースは静か！しかも道標・
休憩場所がふんだんにあり、大穴場と見た。多くの人は藤野か上野原まで行って、バスに乗り
換えて行くようだが、与瀬コースは少し余分に上るけどお勧めだ。
👈は、大平小屋跡。売店だったのか？
今は屋根付きの休憩場所である。
明王峠に着くと人も多くなってきた。
5/15 日にトレイルランの大会があるとかで、
それらしい人達が大勢下見に来ているようだ。

陣馬山頂は臼曇りで肌寒かった。天気予報では晴
れだったので、暖かい山頂で二時発のバスまでの
んびり過ごすつもりだった。が、茶店で食事をし、一ノ尾根で早々に降りることにした。
気が付くと落合の人家に入り里歩きになった。竹林に今
年の若い竹が大きく伸びていた。
近くの庭先に農産物の販売があるのを見たが、お目当ての
筍だけが売り切れていたので声をかけてみた。
これから一緒に取りに行こうと言われ、筍堀りを見させて
もらった。
大 200 円、小 100 円 落合からは欲得ずくでずっしり重く
なった背中で藤野の駅まで歩くことになった。お陰で取り
立ての筍を存分に味わうことが出来た。幸せ～！！
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諏訪山

記：芳野光夫

メンバー：Ｌ芳野、鈴木廣、渋谷、山崎やす子
５月３日（曇り）仙台から、朝早く帰って来て、９時には家に着いた。荷物を片づけ、
車の掃除をする。燃料を満タンにしてから、キャンプの用意を開始する。テントやシート
類、コンロや食器や鍋など自宅に有る物をいろいろ用意する。それでも何か忘れ物が無い
か気になる。次に食事の用意、前もって準備してある物の他、今から買いに行くものをメ
モする。近くのスーパーに買い出しに行く。それでも忘れ物無いか、気にしながら車に積
み込んで、明日出発前に冷蔵庫から出して、クーラーバックに入れる物と分別する。明日
の天気が気になる。雨は、夜から降り出し明日の午前中には晴れるそうだが・・・？
５月４日（雨のち快晴）
土砂降りの雨の中、渋谷さんの家に集合する。車の中にいっぱいの荷物を詰めて朝６時頃
出発する。前日、仙台から帰って来た時は、東北道の下りは大渋滞していた。今日は雨降
りなので、それ程渋滞はして居なかった。東北道から圏央道、そして関越道に入る。本庄
児玉ＩＣまで順調に行けた。そこからカーナビに案内されて行ったが、前回とまったく違
ったルートを案内されて、迷ってしまう。それでも，鬼石から神流町に出る。そこで鯉の
ぼり祭りが行われていた。雨も上がったのでしばらく見学する。道の駅に何度か寄って、
上野村に入る。明日の登山口を確認して中ノ沢源流域自然散策路入口のゲート前に、10 時
30 分に着いた。森林セラピーロードのひとつだ。ここからオボロカヤの滝に行って昼食を
食べ、２時に戻って来る予定で出発する。新緑の風景
が心地よい。ウツギやマルバアオタモの白い花も満
開である。ヤマブキの黄色い花、ラショウモンカズラ
やハシリドコロの花、シオジの原生林の中、シャクナ
ゲの花も咲いている。良く肥えたサルが林道を横断
するのが見えた。12 時オボロカヤの滝に着く。デッ
キが作られていて、いかにもセラピーロードらしい。
ここで 30 分程、昼食を食べ戻る。帰りは山椒の新芽
を摘みながら歩く。丁度 2 時に戻れた。そこから、
川の駅上野に寄って、まほーばの森、オートキャンプ
場に 3 時頃付いて、受付をする。キャンプサイトは
満員で、早めに予約しておいて良かった。早速テント
を二張、張ってテントの前にもブルーシートを敷い
てその上に銀マットを敷く。お食事処が完成する。今
回のメニューはうどん、すき焼き、山菜の天ぷら。山
崎さんにはすき焼き、渋谷さんには天ぷら、私と廣さ
んは会場作りとうどん。ミヤマイラクサとウルイの
入った天汁も作った。ビールを飲みながら作りたて
のすき焼きや、揚げたての天ぷらを食べる。最高に美味しかった。上野村名産のイノブタ
の肉を、道の駅で買ってすき焼きで食べたが、甘くて美味しかった。最後にすき焼きのた
れにうどんを半分入れて食べた。もう食べられないほど食べたが、うどんが半分残ったの
で明朝、天ぷらうどんにする事とした。7 時頃暗くなったのでテントの中に入る。話をし
ていたが、私は疲れていたので直ぐに寝てしまう。1 時頃トイレに起きた時、満天の星が
大きく輝いていた。久々に満天の星を見た気がした。
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５月５日（晴れ）
４時に目を覚ましたがまだ薄暗いので 4 時
１５分まで待った。起きるぞっと声を掛け、
寝袋を畳む。渋谷さんに天ぷらうどんを作
ってもらっている内に、他の人でテントを
片づける。晴天の朝で、風も無く気持ちが良
かった。天ぷらうどんが出来て美味しかっ
た。食料をほとんど全て処分出来て、残り物
は殆どなかった。車に積み込む順番に従っ
て、皆で協力して車にいっぱいの荷物を積
み込んだ。５時３０分、キャンプ場を出発す
る。６時に浜平登山口駐車場に着いた。予定
通りだ。軽く準備運動をして出発する。標高差約千メートル、水平距離約六千メートル。
コースタイムで８時間、休憩を入れると９時間で帰ってくれば上出来だと思う。十年ほど
前からこの山に行きたいと思っていたが、コースタイムの長さと、三笠山の岩場に自信が
無かった。始めは、湯ノ沢に降りて沢沿いに登って行く。始めのうちは人工の丸木橋が架
かっていた。何十回と沢を渡渉しながら登って行く。１時間以上歩くと、沢が途切れて尾
根への突き上げが始まる。つづら折れに登って行くが苦しい。曲がり角で何度も立ち休み
をしながら登る。30 分以上つづら折れが続いた。7 時 45 分、尾根の上に着いた。ミツバ
ツツジのピンクの花が眩い程輝いていた。湯ノ沢の頭の手前で、ゆっくりと休んだ。そこ
からは尾根沿いのコース。ピークを巻いて歩く。樹間から山サクラやミツバツツジ、シャ
クナゲの花が見られた。途中山腹がピンクに染まった三笠山が見えてくる。芽吹きの緑に
花が美しく映る。途中、丸々と太ったタヌキと出会う。キビタキの美しい姿も見られた。9
時避難小屋に着いた。10 分程休む。いよいよ岩山となる。ロープを頼りに登って行くと、
アカヤシオの花と黄色のヒカゲツツジが咲いていた。生き生きと咲いていて美しかった。
二段梯子がアカヤシオの花の中に現れた。一歩一歩登って行くと祠の有るピークに着いた。
9 時 40 分、ここが三笠山と勘違いする。少し休んで次のピークに向かう。ロープを伝って
上り下りする岩山だ。10 時 10 分山頂に着いた。諏訪山かと思ったが、見晴らしが良く、
ここが本当の三笠山だった。また、ロープを伝って降りる長い岩場が有った。そこを降り
ると岩場はなくなった。疲れ切っているのでゆっくりと歩く。11 時、ついに諏訪山に着い
た。この頃に成ると、登山者の数も増えてきた。記念写真を撮り、昼食を食べて 11 時 20
分に下山する。三笠山の岩場を慎重に超え
て、12 時 45 分避難小屋に着いた。途中、
振り返った三笠山はアカヤシオの花で覆
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われていた。13 時 30 分、湯ノ沢の頭。此処まで来て漸く、無事帰れそうだと安心になる。
登りの辛かったつづら折れの斜面を下り、沢沿いの道に出る。丸太で作られた橋を渡ると、
後 30 分で駐車場に着きそうだ。15 時、駐車場に着いて荷を下ろす。上野村の道の駅に寄
って、キャンプ場でもらった、半額の温泉券で、湯につかり 4 時にそこを出た。道路が所々
渋滞していて、渋滞情報を見ながら、羽生ＩＣまで、下道を走る。東北道はゆっくりだが
流れていた。それぞれの家に送って、自宅に着いたのは 21 時だった。長くて素晴らしい一
日だった。同行して下さったメンバーに感謝します。
「中沢源流域自然散策路」
シオジの原生林のあざやかな新緑の中オボロカヤの滝まで散策し、マイナスイオンを浴び、
体も心もリフレッシュして来ました。また、キャンプ場では山菜の天ぷら、村の特産物猪
豚のすき焼きの食事です。山菜は芳野さんの収穫物ワラビ、山ウド、こごみ、アスパラ、
こしあぶら、ギボシ等々、初めてのキャンプ泊、ほどよい疲れと満足感でぐっすりです。
貴重な体験、感謝します。
ありがとうございました。（渋谷）
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両神山 1,723m
記：山崎 寧子
山行日：2016 年 5 月 7 日（土）
メンバー：L 山口裕、山崎寧、宮地、大門（敬称略）
コースタイム：7 時間
八丁トンネル登山口 6:55→7:40 八丁峠 7:50→8:25 行蔵峠→8:37 西岳 8:50→9:00 龍頭神社奥宮
→9:40 東岳 9:50→10:15 両神山 10:50→→11:25 東岳 11:40→12:00 龍頭神社奥宮 12:05→12:20
西岳 12:30→12:35 行蔵峠 12:40→13:10 八丁峠 13:20→13:55 八丁トンネル登山口
両神山について（wiki より）： りょうかみさんは埼玉県秩父郡小鹿野町と秩父市の境目
にあり、奥秩父山塊の北部、標高 1,723m。日本百名山の一つ。山岳信仰の霊峰であり、両
神山、三峰山、武甲山をあわせて「秩父三山」という。山名は、イザナギ、イザナミの神
を祀っていることから両神と呼ぶという説、日本武尊の東征のおりこの山を八日間見なが
ら通過していったので八日見山と名づけられた説、
「龍神を祭る山」が転じて両神山となっ
たという説など諸説あり。

今回の山は、以前から行きたかったコースで、特別に裕史くんにお願いしたところ、快
諾頂き実現できた。両神山の八丁峠コースは３年程前に行ったことがあったけれど、ただ
ただ疲労困憊し、景色も、どのようなコースだったかも覚えていなくて、
「本当にしんどい
山」という思いだけが残っていた。自分がどのくらい成長したか確認したい気持ちがあっ
た。
鎖場は数えて往復７６か所、登っても鎖、また鎖、またまた鎖。そして１つ登ると歓迎
してくれるかのように満開のアカヤシオ。そのピンク色の濃さと、なんともいえないかわ
いらしい微笑かけるような花達。これでもかこれでもかと鎖場が続き、これでもかこれで
もかとピンク色のアカヤシオが迎えてくれた。そして上空は真っ青。ぽっかり浮かんだ雲
間に一本の飛行機雲。さわやかな風。すべてに感動している自分がいた。リーダーは山を
よく知っている。最高の季節を選んでくれていた。鎖と花と青空に戯れた一日だった。そ
して忘れられない山行となった。
リーダーと仲間に感謝。「ありがとう」
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倉見山（1256ｍ）
記

中川

水紗英

★日程：平成 28 年 5 月 8 日（日）
★参加者：L 新島、石井（文）、小野寺、黒澤、上原、畑野（仁）、渋谷、兼堀（善）
兼堀（恵）、森（花）、中川、張替
★コースタイム
長泉寺（登山口）8：30→倉見分岐 10：30→倉見山 11：05～11：35→堂尾山 13：05
→クマガイソウ群生地 14：00

東桂駅に向かう途中の車窓から美しい富士山が現れた。紺碧の空をバックに山頂を雪色に
染めてそびえたつ富士山は絶景でした。今日の山行への期待で心が高揚したのは私だけで
はないようでした。
墓地を通り抜けた所が登山口。赤くて小さい花をつけた山ツツジが所々に咲いていた。ま
るで私達を迎え入れてくれているようだった。
風少ない中、急な登り坂が延々と続いた。睡眠不足の為か疲労感が体を襲ってきた。そん
な時は深呼吸して景色を堪能する。ようし、もうひと頑張り。
倉見山の頂上から見える雲ひとつ無い富士山は威
厳さえ感じられた。お腹が満たされてくると笑い声
が方々から聞こえてきた。
今日の山行に参加できた喜びを感じた。
緩やかな傾斜の下り坂に心地良い風。新緑の木立か
らさす木漏れ日、鳥のさえずり、道端に咲く可愛い
野草。まるで映画のワンシーンにいるよう錯覚に陥
った。
最後には、クマガイソウの艶やかに咲き誇る一群が
私の疲れた身体を癒 してくれま
した。
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尾瀬ヶ原（1400m）
記：畑野

順二

◆山行日：2016 年 5 月 14 日（土）
◆山行者：山口敏・平野・江崎・畑野仁・畑野順
◆コース：松原団地 4：30-関越道-戸倉 7：30-鳩待峠 8：00-山ノ鼻 8：40-牛首 9：30-竜宮 10：
25-見晴 10：50-東電小屋 11：35-山ノ鼻 13：40-鳩待峠 14：45
ミズバショウを見てザゼンソウをさがしに尾瀬ヶ原へ行きました。
鳩待峠に駐車したく、4：30 出発しましたが、すでに満車で戸倉に駐車することになりました。
6：00 には、満車になったそうです。
鳩待峠からの登山道には、まったく雪が残ってません。ミズバショウの花が終わってないか心
配で山ノ鼻へ下っていきます。
山ノ鼻手前まで来ると心配していましたが、ミズバショウが沢山咲いていました。
尾瀬ヶ原にも、まったく雪が残ってません。
天気が良く風もないので、暑いです。
尾瀬ヶ原の一番有名な撮影ポイントの中田代からのミズバショウと至仏山です。
毎年、ここには沢山の写真家が、三脚を立てて撮影されてます。でも今日は、一人もいません。
なぜ？？？
竜宮で休憩して、ザゼンソウをさがしに見晴に向か
います。
龍宮小屋のすぐ近くの川を渡れば福島県に入りま
す。
やっと見つけました、ザゼンソウです。でも 2 個し
か 探 す こ と が 出 来 ませ ん で
した。東電小屋付近に期待し
見晴を出発しましたが、一つ
もさいていませんでした。雪
解けが早くもう遅いのかもしれません。
東 電 小
屋 手 前
の 橋 を
渡れば、
新潟県に入ります。今日は、3
県歩きました。
東電小屋で昼食です。
後は、乗合タクシーの最終時間
の 4：30 までに鳩待峠へ帰り
ます。
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茂

来

山（１７１８ｍ）
記：兼堀

善和

★日
時： ２０１６年５月１４日
★メンバー：L 兼堀（善）、染谷、杉山、木原、八並、中島、山崎（正）、大門、澁谷、
出口、新島、和田、小林（い）、森（律）、鎌形、山本
★コース ：５：５０松原団地西口～関越・上信越～９：１５駐車場～９：３０出発
１０：２５トチノキコブ太郎～１１：３０尾瀬分岐～１１：４５山頂
１２：２０下山～１４：００駐車場～１７：３０松原団地西口
入会して間がない頃会社の同僚から茂来山を教えてもらい、いきなり２８名のバス
バスハイク実行残雪がありこの山の良さを完全に分からなかった為、コブタロウに会いに
４年ぶりに計画した山行、１６名も参加頂き新緑の若葉と山道沿いの川のせせらぎを
聞きながら、二輪草をはじめ可愛らしい花を愛でながら心安らぐ素晴らしい山行ができ
た。

やはりこの５月がこの山の一番いい見頃なんだと改めて思い、２時間で山頂まで行ける手
頃さと気持ちよさで、又計画しようと帰路に着いた。
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西丹沢

河内川水系

メンバー：L 長田

ボウズクリの沢（坊主作りの沢）2 級

SL 沼田さん

山口さん

会員外 3 名

（記：長田一樹）

沼田さんから去年時間切れで半分も行かない所で撤退したボウズクリの沢に行きたいと言われ
たので今年の沢初めに決定する。
今回はチョット思う所があって地形図、遡行図は持っていかず、更に事前の下調べは遡行時間
程度にして巻き道に滝の登攀の可否と登攀ルートは調べ無いで行く事にした。お守りとしてコ
ンパスと GPS は携帯して地形図での事前の確認はしました。
県道脇のスペースに駐車して遡行準備
を整えたら出発！つり橋を渡ってお茶
畑を横切り 5 分ほど歩くと入渓点に到
着。準備は OK なのでそのまま入渓する
とすぐにボウズクリの滝が出現！！高
さ 45ｍで、その昔お坊さんがこの滝で
修行したのでボウズクリ(坊主作り）の
滝と呼ばれるようになったそうです。

直登は無理なので右岸リッジ状から若
干左を巻くように高巻きをする。沼田さ
んと一度来ている S さんがトップバッターを買って出てくれたのでお任せする。後続の為にロ
ープ出して登って一人ごぼうで一人確保して後はフリーで登る。登り切った所でバトンタッチ
となり私の出番。リッジを少し上がってトラバース気味に落ち口へ行って適当な立ち木でセル
フとってロープフィックスして後続にはフェラータで来て貰い最後だけ確保。この頃から晴れ
て来る！！
CS4m も巻いた後にも連瀑帯 が続くのですがナカナカ登れる滝が無い（涙）そうこうしている
うちにまたまた高巻きの滝が出現、セオリーでは少し戻って右岸高巻きらしいが面倒なのと左
岸の石垣上がって上からでも高巻き出来そうなのでそちらからチャレンジ！何だかんだ巻いて
結果懸垂下降も無く無事に堰堤上流に復帰！ここで一本取る。天気も予報より好転したようで
晴れてきてブナ林の新緑が目に鮮やか！！西丹沢は広葉樹が多いので明るくて好きな界隈で
す！再開後の連瀑帯ではフリーで登れる滝も出てきて楽しめました。しばらく行って又直登不
可の滝が出てきたので右岸高巻きですが若干ザレているので後続の為にロープフィックスして
最後のみ確保。その後の逆くの字滝はフリーで登るがスタンスがぬるぬるで怖い（汗）ボルダ
リングチックなムーブで突破できそうだがスタンスが無くぬるぬるな上に沢靴のフェルトも磨
耗しているので慎重に登って、後続には上部からロープを出す。少しボルダリングチックなこ
の滝が一番面白かったです。
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しばらく小滝の連続を通過して 8ｍ＋3ｍ
の 2 段滝が出現！登れそうか手前まで行っ
て確認するとフレークがあるしカムも何
本か持って来たので行けそうと思って下
を見ると新しく崩れた岩が何個もある...
フレークをバイルで叩いてみると鈍い音
で動く（汗）右壁にバンドがあるので辿ろ
うかと思ったのだが不安定な為、後続通過
に時間かかりそうなので高巻きに決定！
右岸の右よりのザレ場を登るが西丹沢独
特の砂のような土で足が潜って体力を消
耗してしまう。巻が終って沢に復帰しよう
とすると仕事道？登山道のような立派な
道に赤テープが出現？！予想外の道に緊
急会議
この先は滝も無い、時刻は 13：00 で現在地点は標高 650ｍ詰めるにはあと 200ｍほど登らない
と駄目、ここでこの道を利用して右又は左へのトラバースで尾根経由での下山をするか詰めて
当初計画通りの登山道で下山するかの 3 パターン、尾根へは右手の道が一番近そう、左手なら
運がよければ登山道への復帰も可能かもしれないが両方共に全然情報が無いので行けなくなっ
て戻ってくる可能性もある。意見はほぼショートカットトラバースで左右に半分に分かれてい
る。人数が多くなり行動時間が掛かっているのと若干バテ気味の者も居るのでショートカット
したいのはヤマヤマだが悩んだ結果、当初計画どおり稜線へ抜ける事にして行動再開。
程無く水も枯れて沢の様相も変わってくると本格的に詰めへ突入、まっすぐが稜線っぽいのだ
がちょっと遠そうなので右岸側の尾根へとあがり尾根から詰める事にして沢から離脱する。こ
こで尾根の鹿避けフェンス沿いの道が登山道だと思って下山開始してしまいそうになるがメン
バーの声で復帰（汗）ちょっとした頂上で大休止と靴の履き替えをして下山開始。各自 GPS を
持っているので各自に任せて下っていったのだが何か変な感じがする？！方角的に登山道と交
わらない方向のような気がしてコンパスと GPS を取り出して確認すると登山道に並行して下り
ているので尾根に復帰して登山道に一直線に向かうように修正して無事復帰。下山後にさくら
の湯で汗を流し山北駅前のしみず屋さんで食事して帰宅。
リーダーが遡行図、地形図と事前情報を持たないというのは非難されるかもしれません。ただ
行程の半分以下とは言え遡行経験している二人がいるし、一度経験しておきたい事の一つだっ
たので良いチャンスだと思い敢えて持って行きませんでした。結果メンバーの人達が遡行図、
地形図、GPS を見て色々と考えて意見出してくれたので、それを纏めて決定もしくは修正する
という事が出来たのは貴重な経験だと思っています。
今回の経験から GPS は便利ですが画面の関係で広い範囲が見れ無いのと方向感覚（東西南北）
が掴み難いので GPS だけはやはり危険です。もし GPS に頼るなら事前にカシミール等地図ソフ
トにてルートデーターを作成して GPS に流し込む事をお勧めします。その作業をしていないと
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狭い画面では現在地の把握も覚束なくなる時がありますので地形図とコンパスが基本装備で補
助で GPS が最強です。それと高巻きにはサブバイルが有効でした。
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伊豆ヶ岳～子の権現
（850.9m）
記：畑野

仁美

◆山行日：2016 年 5 月 21 日（土）
◆山行者：L 畑野仁美
浅井祐子・八並・新島・平野・木原・小林いつ子・兼堀恵美子・畑野順二
◆コース：正丸駅 8：35～馬頭観音 9：00～五輪山 10：00～伊豆ヶ岳 10：35～高畑山
11：45～天目指峠 12：55～子の権現 13：55～吾野駅 15：40
何年か前に途中雨で子の権現まで行けなかったので計画しました。
電車待ちをしていると肌寒かったのに、いざ出発となると暑くなってきた。
馬頭観音が有る所から登山道に入る、工事などされていて以前と道が変わったような気がしま
す。正丸峠に向かうつもりが二つ先の五輪山に着いた、ここを下るともう伊豆ヶ岳の男坂だ！
今回は男坂に挑戦する、思ったより急で長かったがしっかりした鎖が取り付けてある。
岩場が終わるとすぐ山頂と思ったが少し下り平な広い所を過ぎると細いごつごつした伊豆ヶ岳
山頂に着いた。お昼には早いので小休憩をして先を急ぐ、古御岳を越して高畑山でお昼休憩に
する。
ここまでずいぶんと下った感じがする。次の天目指峠は車道を跨ぐ、前は雨に降られてここか
ら帰ったのだ。子の権現までは小さなアップダウンがありやっと着いた。
大きなわらじが奉納されていて足腰に霊験あらたか、それに子年生まれの私に有りがたいお寺
でした。
木の根や滑りそうな急な登山道でした、登り下りの繰り返しですが登りよりも下りの方が長
かったように私は感じました。
天気も良く、暑かったが吹く風はまだひんやりしていて気持ち良かったです。
無事に最終目的地まで行けました皆さんありがとうございました。

伊豆ヶ岳の由来
・山頂から遠く伊豆まで見える
・柚子の木が多くあったから
・突起峰の山容によるアイヌ語「イズ」
によるといろいろな説があるようです。
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モミソ沢（丹沢）
記：山崎
山行日：
2016 年 5 月 21 日（土）
メンバー：
L 沼田、山崎寧、外部 1 名（敬称略）
トレーニング内容： ・クライミング
・懸垂下降
戸沢林道駐車場 8：50⇒ 水無川下流懸垂岩 9：00⇒ 懸垂下降ﾄﾚｰ
ﾆﾝｸﾞ「1.5h ⇒ﾓミソ沢入渓 10：30⇒ 大滝上 12：30⇒ すぐ左の
尾根を使い稜線登山⇒13:00 流の沢⇒下山 15：20⇒ 駐車場 15：
30 （6.5ｈ）
水の嫌いな私にとって沢を登るという考えは無かった。昨年の７
月からクライミングの練習に参加し、著しく成長しない自分に嫌気
を感じながら、行き詰まりに悶々とする日々が何か月も続いてい
た。
９月には『ある程度登れるようになるまで、会の練習には参加し
ない。』そう心に決め、週４回クライミングジムに通い、地道に練習
した。
久ぶりに、合同練習に参加した時、
「成長してる。」沼田さんがボ
ソッと言った。その一言が信じられないくらい嬉しかった。
私にとって、「壁や岩を登る」このクライミングというスポーツ
は、
「ぜんぜん登れない。」
「なにをやってもドンくさい。」 周りに
は「怖くて組めない。」そう言われても仕方ない、手ごわいスポーツ
だった。
会のクライマーは、なぜか沢登りをする人が多い。そんな疑問を
持ち始めた時、まさに「どんぴしゃりのタイミング」で「山崎さん
に登れるコースを選んだので、一緒に行きましょう」と、誘われた。
私の実力を知っている沼田さんに誘われたからには、一緒に行かな
いわけにいかない。『誘う方も覚悟の上なのだから。』
遡行図なるものを、生まれて初めてみた。滝の個所と高さ等が図
でかかれていた。なんて滝が多いのだろう。率直な感想だった。
そして本番。
「登れそう？」と、滝につく度に沼田さんが確認する。
「行けると思う。」
「わからない。」とのやりとりの中、難しい滝では、
ロープを張ってもらい滝を登った。
最後の滝、大滝 12m.。 最後の１歩で落ちた。ザックの重さもあ
り、一瞬ひっくり反って落ちた。不思議に怖くなく、
「あと一歩だっ
たのに悔しい。」と思った。そして再チャレンジ。ここで落ちたら練
習と同じ。いつも核心部で落ちて諦める。そんなの嫌だ。本番では
登る以外にない。ぶつぶつと心の中でつぶやいていた。
そして、気が付くとコースタイム通りにモミソ沢を登っていた。
この沢と先輩達に大いなる「感謝」
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寧子

天婦羅山行

坂戸山・清津峡ハイキング
記

★山行日
★メンバー
★コース
５月２４日

山口敏雄

2016 年 5 月 24 日（火）～25 日（水）
Ｌ千葉、山本、下川、鈴木里、阿部、和田、渋谷、大畑、小林陽、山口
車 ５：３０松原団地駅前～外環・関越道 塩沢石打ＩＣ～８：３０鳥坂
神社駐車場～（城坂コース）８：４０出発～９：１０一本杉～１０：４０
頂上神社（昼食）～下山（薬師尾根コース）１１：３０鳥坂神社Ｐ

千葉リーダーの天ぷら山行１０年目で定番の「坂戸山」に加えて「トレッキング湯
沢１（清津峡）」が例会で紹介され、私としては４回目の参加をお願いした。
和田さんと山本さんの車に分乗して六日町を目指す。３時間で坂戸山登山口の鳥坂
神社駐車場に着き、靴を履き替え城坂コースを“わらび”を探しながら登山開始。
３０分で一本杉。小休止しながら後続組を待つが、後続隊は山菜採りに変更するとのこ
と。山登り組はわらびを採りながら山頂を目指し１０時４０分に６３４メートルの山頂神
社に到着した。以前の３回の登山の際には八海山・中の岳・巻機山などの高山は
残雪に白く輝いていたが、今年は本当に少なく斑雪状態である。
神社には１００回以上の登頂者のみが記
帳を許されるノートが備え付けられており、
神殿の曼幕には３０００回登頂者の名が記
されている。坂戸山は信仰に支えられた市民
の山であることを表しており実に羨ましい
ことである。
下山はなだらかな薬師尾根コースをとっ
たが、コースの半分以上が階段になってしま
っておりキツイ下山でこたえたが駐車場に
着いてすぐに山菜採集組が到着した。
宿泊地に向かう途中にコープで食材や飲
み物を購入し「しゃくなげオートキャンプ
場」に着いた。バンガローに荷物を運び入れ
て一休み。
「三面（さくり）川ダム」堰堤を散策した後
に、さくり温泉健康館にて汗を流しバンガロ
ーに還り「取り敢えずビール」でカンパーイ。
次々にアツアツの山菜の天婦羅（わらび、
タラの芽、アスパラガス、タマネギ、エトセ
トラ・・・・）。差し入れに頂いた銘酒「浦霞」
・
ワイン・ご当地銘酒「八海山」、
天婦羅ソバを堪能して至福のヒトト
キ・・・・・・アトハ オボロ オボロ
５月２５日（水） ７：００キャンプ場～７：３０十字峡（さくり川ダムの上流・越後三
山の登山口）～９：００清津峡温泉～９：１０清津峡トンネル（断崖絶壁の中）散策～１
１：０５「トレッキング湯沢Ⅰ（清津峡遊歩道）」駐車場～１１：３４大峰の原水～１１：
４２見晴らし岩（往路をピストン）～道の駅（昼食）～国道１７号～関越月夜野ＩＣ～松
原団地１６：３０
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朝食を済まし、さぐり川ダム奥の十字峡に行く。ここには越後三山の登山口で登山セン
ターがあり中之岳・丹後山への分岐点になっている。小屋の周りには色さまざまなオダマ
キが咲いている。近くには４０ｍ位の清水大滝がある。
次の目的地の清津峡にカーナビをセッ
ト。塩沢石打ＩＣを抜けて十二峠トン
ネルを抜けると清津峡温泉だった。旅
館街の先にトンネル入り口があり、見
物料６００円を払い
第一・第二・第三見晴所を経て終点の
パノラマステーションに着くと今まで
左手が下流
であったが正面に流れている。トンネ
ルが岸壁の内部で反転しているのであ
った。
谷の両岸は１００メートルに近い絶壁
で圧倒される。約８００メートルのト
ンネルを戻り、本来の清津峡トレッキ
ング（清津峡遊歩道）駐車場に向け出発。ガーラ湯沢・越後湯沢を通りぬけ国道１７号の
「道の駅湯沢」前の八木沢バス停から遊歩道入口の駐車場に到着。
遊歩道の入り口では満開のタニウツギが歓迎してくれている。ひんやりとした杉林を抜
け、トチ・サワグルミ・カツラ・ブナの大木を見ながら進み、左手の清津川も流れが
近づくと大峰の原水の水場があり、冷
たい水で喉を潤す。
１１時４２分に見晴らし岩に到着し
たがこの先が急な上り坂になってい
るので往路を戻った。春の森林浴もい
いが秋の紅葉は素晴らしいと思う。春
ゼミの音に送られ駐車場に帰り、道の
駅で食事を済ませ帰途についた。
天候と山菜に恵まれ、美味しい山菜
の天婦羅・地酒と温泉の山旅。本当に
ありがとうございました。千葉さん体
調を整え、あと十年は続けて下さい。
謝

謝
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川苔山
記：森
日
時
メンバー
コース

律子

2016 年 5 月 28 日
L 森（律） 浅井テ、山口と、山崎寧、柳瀬
南越谷 5:31→鳩の巣 8:14→大根ノ山ノ神 9:10→大ダワ 10:11→川苔山 11:32→百尋
の滝 13:15→川苔橋バス停 14：30

山歩きが楽しくてしょうがない新
入会の柳瀬さんが楽しみにしていた
「伊豆ケ岳」が行けなくなったと残念
そうにしていたので、人気の川苔山の
計画を立ててみました。近くにある百
尋の滝は冬場に凍結するのでその時
期にも行きたいと思っていたので、下
見もしておこうと思い、あいにくの曇
り空でしたが、鳩の巣駅から歩き始め
ました。
川苔山の山頂で昨日クマがでて登
山者が襲われたから注意するようにと地
元の方に教えていただき「山鈴」を忘れて
いたことに気づきました・・・この時期は
絶対にいりますね！
人気の山とは思えないほどの静かな登
山道ですが縦横無尽に踏み跡があり、ルー
トファインディングがとても大変で、山頂
直下の 3 分岐の道は閉鎖されていたり、危
険と書いてあったり、かなり道が悪かった
です。山頂近くになるとなぜか若者たちが
一杯！
山でこんなに若者たちばかり見るのも珍
しい不思議な山でした。
せっかくなので滝を見て下山しようと、
滝方絵面を歩いていると沢山の若者たち
が登ってきます。滝でマイナスイオンとた
っぷり吸い込み、下山します。途中で滑落
事故があり消防車やヘリが沢山出動して
いました。この山は滑落事故がかなり多い
みたいで、いたるところに滑落注意の文字が・・・私たちも十分に注意しながら下山し、お楽
しみのもえぎの湯で汗を流して帰宅しました。しかし、この山がなぜ人気（若者に）の山なの
か最後までよくわからなかったなぁ～
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山行紀行

～ 2016 春 ～
記：浅井祐子

3/5 入笠山雪上ハイク L.祐子、森り、畑野順、江崎、柳瀬、宋、
草加 5:30=南諏訪 IC8:20=P 出 8:40=山頂駅 9:20- 入笠山 10:50-11:40 – P12:30
新入会員さんらに雪ハイクを楽しんで頂こうと眺望抜群の入笠山へ。雪の少なさにがっかり
するものの、山頂直下には何とか遊べる位の雪があり、皆さんスノーシューを装着しまるで子
犬のように飛び跳ねて、楽しんでくれました。雪上ハイクの楽しさを知って頂ければ有り難い
です。
3/29 大小山～大坊山

L.浅井ゆ、小野寺、山﨑正、新庄、阿部、八並、森花、山本、隼輝(はやき)、

草加 5:30=大山紙神社 P7:05 出 – 大小山 - 妙義山 – 番屋 10:45 – 大坊山 11:35 – P12:05
春休みで山本じいじ宅に滞在中のお孫さんの参加でひと際賑やかな里山歩きになる。
小学 4 年の隼輝君、すでに雲取山、鳳凰三山を縦走済みというから中々の強者…。小刻みなア
ップダウンなど朝飯前の様子で飛んで歩いてる。蜂や小さな虫、蝶々などと戯れ、足元の小さ
なスミレの花にも優しいまなざしを向ける隼輝君。休憩時にはチョコレート菓子を半分に割り
黙って私に差し出した。久しぶりに子どもらしい子どもに出逢った気がする。(おばさん、もう
イチコロです…) 実に素晴らしい春の一日になりました。
4/16 南高尾縦走 L.森律、新島、いつ子、森花、兼堀よ、柳瀬、祐子
高尾駅 7:00 - 草戸山 9:00 - 大洞山 11:15 - 城山(昼食)12:25-13:00 – 相模湖駅 14:40
高尾山は常に混雑の印象で避けていた。が南高尾は静かと聞き参加。25k 以上のロングコ-スと
律ちゃんのハイスピ-ドに、最近の怠惰な己は大丈夫か? 不安もあるが何とか付いてく。
緑美しく可憐な花々が咲き誇る高尾で春山の幕開け。トレ-ニングに最適なコ-スに大満足!
5/7-8 北ア.唐松岳

L.祐子、鎌形、森律、柳瀬、

5/7 草加 5:00 = 八方 P9:00 ++ 八方池山荘 10:40 出 – 唐松岳頂上山荘 13:40 着(泊)
5/8 7:00 唐松岳往復 – 8:00 下山開始 - 八方池山荘 10:30 ++ P11:30 ♨ = 帰路
天候さえ良ければ初心者でも安心して残雪を楽しめる唐松岳。全てが初めてと言う柳瀬さん
も連れて行っちゃえ～。で 4 人でガ-ルズト-クを楽しみながら一路、白馬村へ。
初日は芳しくなくても翌日は好天予報だから多少の雨も辛抱。が本降りの雨に風も強く冷たい。
休憩もそこそこに気が付くとペ-スが速くなってしまい、私としては大失敗。(息が上がる歩き
方は絶対やってはいけないのに…)まだまだ修行が足りません! ガスで何も見えない中、丸山
辺りからようやく出てきた雪を踏みしめ、ロ-プ等人工物が見え始めたので小屋も近いか？と
思ったら到着してた。小屋付近はさらに強風でまずは到着にほっとする。
回復する予想なのだが一晩中風が強くガスが取れない。同じ状況の中の下山か…と半ば諦め
気分で床に付いたが早朝には回復し、素
晴らしいご来光と 360 度の見事な展望。
柳瀬さんにこの景色をプレゼント出来
何よりだ。前日の分も取り返す位に残雪
の北アルプスを堪能しつつ下山した。参
加の 3 人さん、ありがとう!!
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3～5 月雪山と花の山行記録
記：山口 裕史
安達太良・鉄山 雪が織りなす芸術に感嘆
山行日：2016 年 3 月 5 日（土）～6 日（日） メンバー：L 沼田、山口裕、会員外
奥岳登山口 8:45→9:50 勢至平分岐→10:20 くろがね小屋→11:25 矢筈森→11:45 鉄山 11:55
→12:45 安達太良山 12:55→13:30 薬師岳→13:46 五葉松平→14:20 奥岳登山口
最近は沢でしか一緒に行っていない沼田君と久しぶりに冬山歩いてきました。今年は例年
に比べ雪が少ないので東北方面として、1 日目は安達太良山、岳温泉に素泊まり。2 日目は
磐梯山と百名山 2 座登頂を目指します。
奥岳登山口への道中、まだ 3 月初旬なのに道路には全く雪がない。天気予報では 2 日とも
あまり芳しくなかったが、初日安達太良山に到着すると、若干春霞みないな状況だが暖か
い陽気で青空も見える。駐車場は雪もなく残雪期の春山を思わせる景色。
登山道からは雪を踏みしめて歩けたが雪は少ないし、おまけに人気ルートなので踏み後も
しっかりしている。アイゼンもつけず歩きやすい。硫黄のにおいが辺りを包み、くろがね
小屋まではコースタイムよりも早く到着した。小屋から見上げる鉄山の黒々とした岩壁は
雪の白と相まってとても迫力があり美しい。
計画では小屋から山頂を目指すつもりだったが、時間に余裕ができたため鉄山まで歩くこ
とにした。小屋を出発してからしばらく歩くと、たおやかな山並みにつくトレースを辿り
美しい景色を楽しむ。そして途中からトレースをはずし、矢筈森への直登を開始。踏み後
のない雪原を歩く楽しさは、雪山の醍醐味である。
稜線上は強風で有名な安達太
良山だが、一汗かきながら稜線
にたどり着くと思いのほか風
がない。周りの岩を見ると強風
でみられる美しい模様をまと
っていて、この地に登ってきた
から味わえる自然の芸術を目
の当たりにした。鉄山まではそ
んな景色を楽しみながらあっ
という間に到着。安達太良山頂
までの稜線と沼の平の荒涼と
した景色をしばし堪能した。
あいにく天候は下り気味だったが、冬の安達太良山の頂に立ててまずは満足。下りは薬師
岳経由にしたが途中なだらかな登山道でガスって来て急激な天候悪化を味わう。なだらか
な地形でのガスやホワイトアウトはルートロストに繋がるリスクを体感した。人気のルー
トだか踏み後がない時には要注意だ。
全体的には雪山をしっかり味わえた満足感があり、下山後に素泊まりした岳の湯の温泉、
自前で用意した鳥鍋と地酒に舌鼓を打ちながらの山話は、楽しい時間になりました。来年
はくろがね小屋でゆっくり温泉につかりに来たいですね。
磐梯山 イエローフォール経由の周回
山行日：2016 年 5 月 8 日（日） メンバー：L 沼田、山口裕、会員外
昨年と同じルートだけに少し安心感がある雪山だが、今年は雪が少ない。銅沼（あかぬま）
に到着すると雪原になっていて安堵したが、足を踏み入れると場所によっては踝位まで沈
んでしまうところもあり焦る。本日も日差しが暑くしたたり落ちる汗をそのままに歩く。
イエローフォールは昨年とはまるで様相が異なっていた。ボリュームが小さく、氷は白く
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て普通の氷瀑のようだ。年によって随分と様相が変わってしまうので、今年はちょっと残
念な年だが、初めて来た人はそれなりに満足するのだろうか。磐梯にアタックしている時
に見下ろすと、今回もたくさんの人がイエローフォールを目指しているようだった。
今年は雪が少ないのにも驚いたが、昨年は登山中 2 人しか会わなかったルートで登山者が
多くて驚いた。10 パーティー以上登っていただろうか。雪が少ないうえにトレースもばっ
ちりあるものだから、昨年とは比較にならないほど楽チン。ただし、下山時はピストンが
多く、中の湯方面への周回ルートを選択する人は基本スキーのみで踏み後はうっすらとあ
っただけだった。こっちのルートは樹林帯の急な深雪の斜面をトラバースするように歩く
ため大変ではある。今回も山頂
からは飯豊、西吾妻、安達太良
と有名な山々、眼下には猪苗代
湖、檜原湖などの湖が広がる
360 度の大展望に大満足。
磐梯山はこれで 4 度目（冬は 2
度目）ですが、近辺にも日帰り
で行ける山があり 1 泊 2 日で再
び訪れたい山ですね。
満開の桃と桜をめざして笹子峠を
越える
2016 年 4 月 9 日（土） 山口裕単独 コースタイム：7 時間（休憩 30 分）
笹子駅 8:00→追分バス停→9:00 矢立の杉→9:25 笹子峠→9:50 中尾根ノ頭→10:11 カヤノ
キビラノ頭→10:45 京戸山→10:50 ナットウ箱山→11:00 達沢山→12:05 神領山→12:20 蜂
城山 12:35→12:45 蜂城山登山口→13:20 釈迦堂パーキングエリア→14:15 大善寺→15:05
天空の湯
昨年宮子さんと歩いた達沢山。今年もモモは満開
のようですが、宮子さんの計画と日にち折り合い
がつかず単独で歩くことになりました。単独なの
で少し出発点を伸ばし笹子駅から笹子峠を越え
て、龍沢山へと続く破線ルートに挑みます。
歩いてみて京戸山まで破線ルートは、結構しっか
りした踏み後のある稜線歩きが楽しめます。ただ
し枝が繁茂しているので、葉が落ちた晩秋から初
春までがお勧めでしょう。さすがにマイナーな山
だけあって、笹子峠で 3 人組（おそらく腹摺山）、
中尾根ノ頭でソロ、達沢山でソロ、くだり中にソロと 4 組だけ、静かな山歩きができまし
た。蜂城山は気軽に登れるいい展望の山なので結構いました。
蜂城山から下りると今年も桃の花は満開、思わず宮子さんに写メ送っちゃいました。更に
歩いて大善寺の満開の桜を見て、最後は天空の湯で汗を流した後のビール＆ワインを楽し
めました。宮子さんお気に入りの桃源郷、私も毎年見たい景色の１つです。
蕨山・大ヨケの頭のアカヤシオ からの蕎麦粒山～棒ノ折周回
2016 年 4 月 16 日（土） 山口裕単独 コースタイム：7 時間 20 分（休憩 30 分）
さわらびの湯バス停 7:00→7:32 金比羅山→7:46 中登坂→8:12 大ヨケノ頭→8:33 藤棚山→
9:00 蕨山 9:20→9:40 有間山（タタラの頭）→10:00 有間峠→10:10 仁田山→10:35 日向沢
ノ峰→11:00 蕎麦粒山 11:10→11:30 日向沢ノ峰→12:30 長尾丸山→12:55 槙ノ尾山→13:10
棒ノ嶺→13:20 岩茸石 14:00 白谷沢登山口→14:15 さわらびの湯バス停
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夏山に向けて体を戻すために先週の桃源郷歩きに続き、今回もロングコースを歩いてきま
した。手ごろなルートを調べてみると蕨山
でアカヤシオが咲き始めたとのこと。そこ
で以前から気になっていた蕨山～有間山
～棒ノ折の周回コースを歩くことにしま
した。
蕨山というよりは大ヨケの頭付近のツツ
ジとアカヤシオは見事。いずれもピンクで
すが、花弁の丸い淡いピンクのアカヤシオ
は私の好きな花の 1 つで、長い尾根歩きを
控えて幸先の良く気分も上々。
1,000m を越えるとまだ春は早いようで芽
吹きもないのですが、枝越しに展望を見な
がら静かな尾根歩きが出来ました。思いのほか早かったので蕎麦粒山ピストンのおまけも。
棒ノ折まではアップダウンが結構あってなかなか歯ごたえがあるコースです。カシミール
でルートを見ると今回のルートは累積標高 2,800 越えとさすがにハードなルートでしたが、
先週 25km 越えで歩いていたので、歩き終えても結構余力があり、ようやく体が慣れてきた
感じです。ロングトレイル最高！
唐松岳 白馬・五竜の白銀の絶景を見ながら
山行日：2016 年 4 月 23 日（土） L 山口裕、嶋田、山本、小野寺、鈴木勝、会員外 1 名
コースタイム：7 時間 10 分（休憩 1 時間 10 分）
八方池山荘 8:50→9:15 石神井ケルン→9:40 八方山→11:40 丸山 11:55→12:45 唐松岳頂上
山荘→13:05 唐松岳 13:19→14:40 丸山→15:45 八方山→16:01 八方池山荘
春になり花を見に行く山が多くなってきましたが、嶋田さんが日帰りで山に行けることに
なったので、初北アを一緒に歩ければと、ゴンドラとリフトを乗り継ぐことで高度を一気
に稼ぎ、日帰りが可能な北アの唐松岳にしました。
唐松は、無雪期に八方から五竜、鹿島槍、扇沢と縦走した時に歩いたことがあるが、登り
始め雨に打たれ全く展望が無い中だったため花の記憶しかない。今回はリフトに乗ったと
きから素晴らしい展望。右に白馬、左に五竜・鹿島槍のどっしりした白銀の山稜が見える
圧巻の登山ルートだった。かなり人が入っているのかと思ったら GW 前のためか日帰りは
10 組くらい、テント泊・縦走組も 10
組もいなかったか。思いのほか静か
な登山となった。まだ頂上山荘が営
業していな いことも あるのだ ろう
か。
それにしても今年は雪が少ない。八
方池までは ほぼ無雪 期のよ う な登
山道。そして頂上山荘から唐松山頂
までもほぼ雪がない。アイゼンを履
くか迷ったが、今回は 6 人で行った
ので安全の ため下ノ 樺付近か らア
イゼンを付けた。この辺から山頂ま
でも所々雪 は切れて いる箇所 があ
るが、雪稜歩きを楽しむには十分な
ルート。残念ながら小野寺さん、山本さんは頂上小屋までで、全員ではピークを踏めなか
ったが、満足行くルートだった。
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反省面として、下山最終のリフトは 16：30 だと思い込み、それを目指して下っていったら、
なんと上部リフトは 16：10 最終。ギリギリ滑り込みセーフで到着できたから良かったもの
の、ダメだったら大変なことになってました。下山のリフトを使わなければならない時は、
注意と確認を怠らないようにしましょう。
前穂高岳 奥明神沢・ダイレクトルンゼを経てガスの中登頂
山行日：2016 年 5 月 4 日～5 日 山口裕、会員外 2 名
1 日目 2 時間 5 分（休憩 5 分）
上高地バスターミナル 10:40→10:43 河童橋→11:02 岳沢登山口→12:50 岳沢小屋泊
2 日目 7 時間 45 分（休憩 2 時間）
岳沢小屋 6:18→7:45 ダイレクトルンゼ分岐付近 8:00→8:20 ノド→9:10 前穂高岳 9:30→
11:00 岳沢小屋 12:00→13:15 岳沢登山口→13:30 河童橋→14:00 上高地バスターミナル
残念ながら GW 前半の悪天による前穂付近の遭難や私らが行く GW 後半の荒天予報により、
行程自体を 1 日縮小して西穂は諦めざる得ず、前穂も微妙ながら挑むことになりました。
1 日目は予想外に好天でこれは失敗したかと思ったが、強風のためおそらく厳しかったか
と思う。岳沢に到着後、少し偵察をしようかとの話も出たが風が強くて、テント内でマッ
タリ装備の使い方話したりした後は、たっぷり担いできたお酒で山談義に花を咲かせてし
まった。
2 日目、朝起きると積雪有り曇天（若干雪も降っていた）で風も強い。これは無理かとテン
ションダウンしたが、見ると 5:00 の段階で偵察に向かっている人がいた。せっかく来たし
登れるとこまで行こうとなり決行。
奥明神沢は見上げるような沢だったが、登り始めると意外に大丈夫（滑ったら止まらんか
も）。
緊張したのはダイレクトルンゼへ取り付いてから。ここからノド辺り傾斜 40 度はあったと
思う。落ちたら滑落停止でも止まらないだろう。それでも以前 GW で登った霞沢の P1,P2 に
比べると緊張度合いは少なかったか。現に下りはバックステップで下りてくることは無か
った（雪が適度に締まっていたのもあるか）。
ダイレク トルン ゼに入 った
辺りから 重くの しかか って
いた雲の中に突入。ここから
先は視界ほぼなし。岳沢で懸
念してい た強風 も意外 にな
くて無事 に登頂 するこ とが
できた。山頂は道標も埋まっ
ていて前 穂のピ ークを 踏ん
だ証拠が全く無いのが残念。
それでも 平らな 山頂で は仲
間とガッ シリと 握手を 交わ
し、登頂を喜び合った。
帰りの車 の中で 山の話 をし
ていたら、今回の前穂高岳登頂で 3,000m 峰を全て登頂できたことが発覚。事前に知ってい
たらピークで祝杯交わしたのにこれも残念だったか。次回は前穂北尾根からの登攀目指し
たいです。
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新入会員紹介
【平成 27 年 11 月入会

宋

寅虎（そん

いんほ）】

1966（昭和 41 年）年 2 月生まれ（血液型 O）、出身地は韓国金泉市、約 25 年前（1991 年）の
大学卒業直前に今の会社を勧められ、日本に渡り子供 3 人の 5 人家族で新越谷西方に住んでい
ます。山の経験は、子供の頃によく山兎狩りをやっていたことや兵役時代に山での過酷な訓練、
学生の時に登った山（智里山 1915m）での感動の記憶、10 年前の富士山登山での痛い思いが
ある程度です。
山の会の皆様に心良く受け入れていただき、
本当に感謝しています。時間の許される限り
山行に参加していきたいと思いますので、よ
ろしくお願いいたします。

【平成 28 年 1 月入会

柳瀬

真由美（やなせ

まゆみ】

たくさんの会員の方々に山へ連れて行ってもらい、装備の事、歩き方、心構え、山の名前な
ど、1 人では決して辿り着けなかった世界の事を、惜しげもなく教えていただきました。たっ
た半年でそれまでの生活が一変してしまいました。急に時間が凝
縮し始めたようです。今はひたすら吸収したい、覚えたい気持ち
でいっぱいですが、いつか私も皆さんの様になれたらいいなと思
っています。頭が悪いので無理かもしれません。がんばります。
装備を揃えるのが大変です。収入は変わりません。コッソリ食費
が切り詰められてます。子供たちの洋服がユニクロばかりです。
家族とのお出かけがめっきり減りました。
草加山の会が私をこうしたんです。間違いありません。
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平成 28 年 3 月 27 日

草加山の会

総会

編集後記
「てんとさいと」234 号、無事に編集できたことにホッとしています。
アナログ人間の私・・「てんとさいと」の編集は 4 回目になりますが、毎回焦ってパソ
コンとにらめっこしています😭

今回は特に運営委員の方々にはお手数をおかけしまし

た。そして沢山の原稿、皆さん本当にありがとうございました。
さあ、夏山シーズン到来です。自然にたくさんエネルギーを頂き、そして感謝して楽し
みましょう（新島和子）
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