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平成 29 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 29 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

238 号

239 号

240 号

241 号

5/31

8/31

11/30

2/28

6/15

9/21

12/21

3/15

原稿提出締切日
発

行

日

表紙絵製作者
コール

松浦
澁谷

心に残る山行
編集担当者(後記含む)
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剛

山口

久美子

松田

裕史
武

井口

山崎

寧子

あや子

大門

京子

順二

長田

一樹

沼田

真澄

綾

畑野

仁美

山崎

寧子

尾崎

宮子

畑野
村上

張替
兼堀

清治
恵美子

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前を○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してください。紙原稿の場合は、編集担当者が電子化します。
山名、標高、メンバー、コースタイムを入れて下さい。
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、ページの余白、書体、文字、

写真の大きさなどを統一します。
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
文字設定=11 ポイント ＭＳ明朝体
タイトル=自由書式
4

「てんとさいと」製本
該当月の第 2 例会の前にみんなで行います。

1

ページ行数=40 行

コール
記

尾崎 あや子

先日１５年以上お世話になっている美容院に行って来た。
いつも担当してくれる美容師さんと趣味の話になり、少々登山の話をしていたが、相手が乗
ってきてくれない。
「登っていてそんなにしんどいのになぜ…自分には意味がわからない」と
言う。
又「日本にはそんなに登る山ってあるの…」
いやはや！！
山登りの楽しみがわからない人にはごもっともであります。
体力的にきい山行も、道迷い、足を滑らし滑落、雪山での雪崩、危険な野生動物との遭遇な
どリスクの高い趣味。それでも山登りする魅力は皆様の考える通りであります。
ここ 2・３年新しい人達が入会されています。この先チャレンジ精神でいろんな山行があ
る中でレベルアップしながら自分に合った山行で楽しんでもらいたいです。
昨年私は腰を痛め一年休会していた。この腰を労わりながら又「危険な趣味」を頭のどこ
かに置きながら又素晴らしい山登りを会の皆さんと一緒にこれからも楽しみたいと思います。
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２０１７年６月～８月山行実績
山
行

日程

山岳名

リーダー部・機関誌部

リーダー

参加者

個

６/２

古峰原・井戸湿原

山﨑（正） 下川、澁谷、中島

個

６/３

富士山 一合目～

浅井（祐） 宋、八並、兼堀（善）
、兼堀（恵）、大

門、村上、江崎、山本、山口（敏）、

五合目

鈴木（廣）、小野寺
個

６/３

四十八滝沢

沼田

山口（裕）、会員外２名

個

６/３～４

尾瀬

鎌形

森（花）
、小林、宮澤（お試し）

個

６/４

長卸山

鈴木（廣） 山﨑（正）
、澁谷、兼堀（善）、森（律）

個

６/６

赤面山

山﨑(正)

会

６/１０

鹿俣山～玉原湿原

浅井（昭） 兼堀（善）、染谷、松田、畑野（順）、

下川、山口(敏)、渋谷、新庄
杉山、小野寺、中島、平野、畑野（仁）

個

６/１０

日光社山・黒檜岳

殿塚

山口（裕）、三浦、大門

個

６/１０

女郎小屋沢

沼田

会員外１名

個

６/１１

赤 面山 から三 本槍

鈴木（廣） 阿部、出口、山本

岳
会

６/１７

平標山

染谷

浅井（祐子）、兼堀（善）
、森（律）、
殿塚、新島、三浦、四宮、江崎、畑野
（順）、鎌形、森（花）、井居（お試し）

個

６/１７

坊主谷

山口（裕） 会員外３名

個

６/１７

軍刀利沢

長田

会員外

個

６/１８

マスキ嵐沢

長田

会員外２名

個

６/１８

川浦谷本谷

沼田

会員外２名

個

６/２０～２１

負欠・裸山スラブ

沼田

会員外１名

個

６/２２

江戸散歩両国

松浦

下川、黒澤、小林（い）、小野寺、山
本、阿部、中島、畑野（仁）、関口、
兼堀（恵）、森（花）、出口、

会

７/１～７/４

利尻岳・礼文岳

染谷

石井（美）、兼堀（善）、新島、大門、
森（律）、森（花）、鎌形

会

７/５

甘利山・千頭星山

浅井（祐） 小野寺、八並、平野

個

７/７

本澤温泉

山崎（寧） 星野、出口、松田

個

７/８

深入沢

山口（裕） 会員外１０名

会

７/９

霧ヶ峰

長田

松井、杉山、和田、木原、小野寺、尾
崎、山﨑（正）、小林（真）、平野、畑

（公開バスハイク）

野（仁）、新島、大門、澁谷、鎌形、
森（律）、三浦、中川、殿塚
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個

７/１１

日光・高山

下川

浅井（祐）、山崎（正）、渋谷、小林（い）

個

７/１１

草津白根山

山崎（寧） 会員外２名

個

７/１２～１４

尾瀬・八溝山

小野寺

小宮、阿部、和田、黒沢、鈴木里子、
山本、千葉（退会者）

兼堀（善） 新島、大門、澁谷、森（律）、兼堀（恵）

個

７/１５～１７

大台ヶ原・大峰山

個

７/１５～１６

針ノ木岳・蓮華岳・ 山口（裕） 会員外２名
北葛岳・七倉岳

個

７/１９

至仏山

嶋田

山崎（寧）、出口、山﨑（正）、井居

個

７/２１～２３

白馬岳

畑野（順） 四宮、平野、畑野（仁）

個

７/２２～２３

野反湖

山口（裕） 会員外１０名

個

７/２３

火打沢

沼田

個

７/２３～２６

鹿島槍ヶ岳・五竜岳

山﨑（正） 山口（敏）

個

７/２９

筑波山

山本

個

８/１～４

八甲田山・八幡平

山崎（寧） 会員外１名

個

８/５

小野子山

山口（裕） 会員外８名

個

８/５

セド沢右俣

沼田

個

８/５～７

飯豊山

山﨑（正） 下川、兼堀（善）

個

８/１０～１２

白馬岳

殿塚

山口（裕）、鎌形、森（律）

会

８/１１

赤城山

松井

澁谷、廣瀬、新庄、鈴木（廣）、関口、

長田、会員外１名
小野寺、阿部、小林（い）

会員外１名

宋、森（花）、木原、鎌田
個

８/１１～１６

蝶ヶ岳～槍ヶ岳

畑野（順）

個

８/１３～１４

北岳

四宮

個

８/１９～２０

巻機山

兼堀（善） 山口（敏）、新島、森（花）

個

８/２０

御岳山

鎌形

個

８/２３

筑波山

山崎（寧） 会員外２名

個

８/２３～２６

朝日岳

山﨑（正） 大門、下川、澁谷、和田

個

８/２６

千頭星山

山口（裕）

個

８/２６～２７

笹穴沢

沼田

個

８/２７

鞍掛沢

山口（裕）

個

８/２７

八ヶ岳 ニュウ

山崎（寧） 会員外２名
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畑野（仁）、芳野、尾崎、古庄

会員外２名

心に残る山行
記：畑野 順二
心に残る山行は、2017 年 5 月に行った 7 年ぶりのテント山行の甲武信ヶ岳です。
西沢渓谷から甲武信小屋まで重いテント装備を持って歩けるか不安でしたが、何とかたどり着く
ことができました。
さすがに 2 日目は、計画は雁坂峠から下山予定でしたが、疲れが残っていて徳ちゃん新道を下
りました。勇気ある計画変更かな？？？
四宮さんが、ご一緒してくださったので、途中で諦めることなく歩けたと思います。ありがと
うございました。
甲武信ヶ岳に行くまでに、草加山の会の方々に、いろいろと教えていただき、また良い刺激を
うけ甲武信ヶ岳に行く事が出来ました。
まずは、入会前の 2015 年 9 月のお試し山行の金峰山で、初めて行く秩父の山で、とても紅葉
が綺麗で、北アルプス以外でも素晴らしい山があることを教えていただきました。
草加山の会の方々と初めて泊まる山小屋では、楽しく過ごし入会を決めました。
次が、2016 年 8 月の後立山の縦走を計画した時に、長いコースタイムと 5 日間の行程で本当に
歩けるか不安でした。例会の山行計画で、同じコースで冷池山荘から五竜山荘までのコースタイ
ム 9 時間 15 分を計画されています。行かれるメンバーは、私より先輩の方で、なら自分も頑張ら
なければと、良い刺激を受けました。縦走途中で雨がふったらどうしようと考えると、またもや
出かける気が薄れてきます。南アルプス山行報告で、縦走途中で雨にふられ雨具を着て歩いたそ
うです。長い日数の行程では、途中で雨の日があるのは、しかたがないと、また良い刺激を受け
ました。そして、後立山の針ノ木岳から唐松岳まで縦走することが出来ました。
次が、2017 年 2 月の谷川岳雪洞です。雪洞なのでテントが無いだけで、寝袋を初めテント装備
一式の重たい荷物を持って歩けるか不安でした。どなたか忘れましたが訓練のために四股（しこ）
をされていると教えてもらいました。重たい荷物を持っての登り下りで、足はパンパンになりま
したが、皆様がゆっくり歩いて頂き、何とか歩くことが出来ました。この時から、テントで山に
行こうかと考えるようになりました。
草加山の会に入会して、いろんなことを教えていただき経験し甲武信ヶ岳テント山行が出来て
感謝しています。
これからも、皆様ご指導をお願いいたします。
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ようこそ！
草加山の会へ！！

新入会員の紹介
廣瀬 千寿子（平成２９年３月入会）
はじめまして、と申し上げるには少し時間が経っておりますが、
もちろん入ったばかりですし、未だお話をした事が無い方も沢山いらっしゃるので、少しで
も興味を持っていただけるよう、自己紹介をさせていただきたいと思います。
名前は、廣瀬千寿子と申します。昭和 49 年の 7 月生まれです。夏生まれだからとは言いませ
んが、季節の中では夏が一番好きです。
山の会に入会する以前から、バスケットボールを趣味としていました。今現在は、中学生
になる息子もバスケ部に所属していて、そちらでの父兄のお手伝いが、自分のこと以上に忙
しくなってきたため、自チームの練習も行くことが少なくなりました。それでも、運動して
いた貯金があったので、少しは体力に自信はありましたが、最近は、登山をしてみたら、脚
力も落ちた気がしてなりませんでした。何よりも、この半年間で体重がだいぶ増えました。
目下の悩みは、付いてしまった脂肪をいかに楽して燃焼させるかですが、もし同じような悩
みや、とびっきり効果のある情報をお持ちの方は、是非お声をかけてください。
この一年間は、あまり参加できないかもしれませんが、出来る限り皆さんと登山に行きた
いと思っています。一泊して、山頂から満点の星空を見てみたいのは今でも変わりません。
すぐ叶うと勿体無いので、自分で出し惜しみ中です。こんな私ですが、これから
もよろしくお願い申し上げます。

鎌田 憲太郎（平成２９年４月入会）
登山は、高卒で就職した会社の新人研修で富士山に登りました。その時は、ただひたすら
登るのに無我夢中で、頂上まで登ったことが印象深く残っています。
（今となっては、もっと
ありがたい気持ちで登れたら良かったな～と思います。）
時がたち３０代後半になり、自分の中に何かモヤモヤした時に山に登ろうという気持ちが
湧き、筑波山に登りました。所々に花が咲いており、緑が綺麗に見え、頂上まで登り、そこ
からの景色に何か元気をもらったような気がしました。山には、昔から信仰があると聞いて
いましたが、自分なりに感じるものがありました。もっと山を深く知りたいという気持ちが
強くなり、ホームページを見ていたら、草加に山の会があることを知り、入会させて頂きま
した。 仕事は、介護福祉士として、日々お年寄りと向き合っています。不規則勤務であり、
また家庭での役割もあり、なかなか参加できる日が限られてしまうと思います。登山経験も
浅く、皆さんの足手まといになってしまうのではないかと不安もありますが、皆様とのご縁
を大事にして、先輩方々、そして自然から色んなことを吸収できるように、少しでも山に挑
戦できたらと思っています。ご指導のほど、どうぞ宜しくお願いいたします。

6

殿塚 洋一（平成２９年４月入会）
4 月に入会しました殿塚と申します。既に 7 回の山行に参加させていただいておりますので、
会員の皆様の顔と名前が、だいぶ分かるようになってきました。
私が登山をするようになったのは、15 年ほど前に職場の仲間と富士山に登ったことがきっかけ
でした。その後、徐々に奥多摩や丹沢などの低山に出かけるようになり、１年ほど後に仙丈ケ岳
で初めて三千メートルを超える頂に立っ
た時には、本当に感動しました。
山岳会に入ってからは、雪山や沢登り
にも行くようになり、それまで見た事も

五
竜
山
荘
前
に
て

なかった白銀の山々や、人の手がまった
く入っていない谷底の景色に魅了されま
した。
これからも出来るだけ多くの山に登り
たいと思っておりますので、皆様お付き
合いのほど、よろしくお願いいたします。

青木 麻子（平成２９年５月入会）
平成 29 年 5 月入会の青木麻子です。体を動かすのが好きな健康オタク？です。2 年前に子
供が成人したのをきっかけに山歩きを始めました。山の上り下りは足腰が鍛えられるし、自
然の中で脳がリフレッシュされるし、激しいスポーツと違い末永く続けられるので、私にと
って良いことづくし！実際登ってみると、最高の爽快感と充実感で登ってみて本当によかっ
たと思います。
平日は越谷の自宅近くの会社に勤めていますので、休日に月１回ペースで近郊の山にゆっ
くり登っています。安全に健康的に山を楽しむために、普段は食事と体づくりに気をつけて
います。これから登ってみたい山は日本一の山「富士山」です。日本人ならば 1 度は登らな
くては！などと考えています。
まだ経験不足で知識もありませんが、先輩方にご指導いただき草加山の会の一員として活
動が出来るように精進したいと思います。どうぞよろしくお願い致します。

井居 奈美（平成２９年６月入会）
井居奈美(イオリナミ)です。1964 年生まれ、越谷市在住、登山歴は 2 年目に入りました。
ここ数年、山に登りたいという想いがフツフツとわき起こり、一緒に登ってくれる友だちを探し
ましたが見つからず、昨年夏、意を決してひとり、バスツアーで富士山に登りました。その後、
ネットで知り合った仲間と一緒に登るようになり山を楽しんでいます。
『草加山の会』に入会したのは、少しずつ難しい山にも挑戦してみたい、縦走もしたい、テン
ト泊もやりたい、雪山にも行ってみたい…という思いがあったからです。仕事上、なかなか土日
に休みが取れないので、平日山行があれば積極的に参加させていただきたいです。
皆様、末長くお付き合いください。よろしくお願いいたします。
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高尾山
記：出口 栄子
日

時：２０１７年５月１４日

メンバー：L 出口栄子，小野寺英子、畑野仁美、森花江、鈴木里子、殿塚洋一
コース ：南越谷駅７：０７－西国分寺―高尾―高尾山口８：２０
稲荷山コース－展望台１０：１０―山頂―１０：５０もみじ台（休憩）１１：３５
―六号路（琵琶滝）―高尾山口１３：２０

南越谷駅３時頃解散

昨年の忘年山行（２０１６年１２月１０日）で琵琶滝コースを下って行くときの斜面に、シャ
ガの葉が群生して見えていました。花の季節に来てみようということで、私の初めての会山行が
５月なので今回計画しました。
１３日が雨天で順延し、母の日の１４日に出かけました。森さんと殿塚さんが風邪気味との話
でしたが参加下さり６人で新緑の高尾山を楽しみました。鈴木里子さんや小野寺さんの笑顔に助
けられながら、畑野さんの助言の下、何とか無事リーダーを務めさせていただきました。肝心の
シャガの花は斜面に見事に咲いていました。日当たりの良いところに一面に茎から白い花びらを
見せてくれている場所と、勢いよく葉が緑色に見えていても花芽が全然のびていない所もあり、
咲いているところはひとかたまりに緑と白のコントラストを演じてくれていて、写真に収めなが
ら下りました。
山頂からの景色は曇りがちでしたが、まずまずの天気で会話をしながら過ごしました。
楽しい一日を皆さんありがとうございました
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甲武信ヶ岳（石楠花の咲く徳ちゃん新道）2017.5.27～28
記：四宮 慎太郎
暖かくなり、
「そろそろテント山行を」と思っていると、順二さんがテント泊で甲武信ヶ岳を計画
していることを知った。
自分でも行きたいと思い調べていたコースだが、テント装備で 6 時間の登り、電車・バス利用
だと 9:30 スタートということで躊躇していたが、順二さんとなら心強い。
直前のことで迷惑かと思ったが、例会で参加する事を伝え、メール連絡した。
当日 4:00 に最寄り駅まで迎えに来てもらい（いつもすみません）
、圏央道経由で 6:40 に道の駅
「みとみ」に到着、7:20 に徳ちゃん新道登山口から登り始める。
すると、いきなり明け方までの雨でぬかるんだ急斜面、木の根をつかんでなんとか登るがいきな
り体力消耗、順二さんも苦戦している。息を整えてゆっくり登り、1 時間半ほどたった時、満開
の石楠花に出迎えてもらった。

石楠花のトンネルに感動！写真を撮りながら、おじさん二人は進む。
戸渡尾根を登ること 1 時間半、登山口から 4 時間経過し、樹林帯に入ったころから疲れが出始
めた。息が乱れ、空気が薄く感じる。自己申告で休憩させてもらいながら登り続けると、視界が
開けた。
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頑張って登ってよかったと思う瞬間だが、今日はまだ山頂も見えていない。
この後、視界の無い木賊山の山頂を越えようやく甲武信ヶ岳の山頂が見えた。
ここまで来れば山小屋はもうすぐ。13：00 頃、ほぼコースタイムでテント場に到着した。
テントを設営、休憩した後、空身で山頂に向かう。
15kg 近い荷物を降ろすとスキップができそうなくらい楽だ。20 分ほどで山頂に到着、記念写真
を撮ってもらい、ビール飲みたさに早々にテント場まで戻る。
小屋前のテラスで乾杯、小屋のスタッフによると、
「今日はツアー客が入って満員、布団は二人
で一枚」との事、テントでゆっくり寝ることのできる幸せ、重いけど背負ってきてよかった！
「明日は予定を変更して、まっすぐ降りてもいいよ」と言う順二さんの言葉に、気持ちはすぐ
にそちらに傾いた。もちろん疲れていることもあるが、この時点で十分満足していたというのが
正直な気持ちだ。
翌朝、6:00 に出発することにして、後は、まったりテントで過ごす。
晩飯を食べ、ポケット瓶（今はペットボトルがあるので軽い）のウイスキーをちびり、ちびり、
20:30 には眠りについた。
翌朝は 6:10 出発、トイレが渋滞していたほかは予定どおりだ。木賊山を巻いて、来た道に戻る。
途中ツアーの団体さんとぶつかるがパスさせてもらい、しばらく進むと雲海に浮かぶ富士山が…
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下りも石楠花を堪能しながら、10:00 に駐車場に到着。
到着した時には足はほぼ限界、予定を変更してもらってよかった！？
石楠花や富士山に励まされながら登った甲武信ヶ岳、順二さんも「来ようかどうか迷ったけど、
来てよかった」と言ってくれた。
テントを担いで標高差 1,400m を歩きとおしたという充足感、心に残る山行だった。
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男体山

2,486m
記

青木麻子

山行日 ：平成 29 年 5 月 28 日
メンバー：Ⅼ新島・尾崎・森（律）・鎌田・青木
行程

：草加駅 5：23 －
15：30 二荒山神社

二荒山神社 9：00 －
－

12：20 男体山 12：50 －

16：40 東武日光駅

今回の男体山は標高差 1200ｍ超えという事で、私にとっては未知の世界でした。出来るだ
け体力と脚を温存してひたすら耐えるのみと心に決めて臨んだ男体山。当日は暑くも寒くも
ない絶好の登山日和となりました。
まず、二荒山神社中宮祠にて無事下山を祈って出発です。すると、いきなり長い階段から
のスタート・・・。しばらく登ると車道にでて緩やかな道になりました。緑の木々と木漏れ
日と澄んだ空気の中を歩いていると、まるで物語の中に入り込んでしまったようです。そん
な穏やかな道もすぐに終わりまたもや厳しい現実の世界へ。そして 4 合目からはいよいよガ
レ場です。登っても登っても果てしなく続く岩々。無心で脚を運び上を目指します。でもそ
れもリーダーの新島さんのサポートがあってこそ。途中足元など気遣ってくださり、温かい
言葉に励まされながら安心してついていけました。時おり振り返ると、眼下には遠く中禅寺
湖が見えました。登り始めの景色は霞んで心配でしたが、中盤に晴れてきて良かったです。
ガレ場も終わり 9 合目までくると最後の難関の赤土の急登です。ここも何とかクリアする
とようやく頂上手前の鳥居に到着です。ここで記念撮影をパチリ！その後は空にそびえる御
神剣でもパチリ。想像以上の輝きでした。
男体山メンバーの皆様、
この度は素晴らしい山行
に同行させていただきま
して本当にありがとうご
ざいました。
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古峰原

(1378ｍ)

・井戸湿原

（栃木県鹿沼市草久）
記：山﨑 正夫

【ﾒﾝﾊﾞｰ】Ｌ.山﨑、下川、澁谷、中島
【日 程】2017(平成 29).6.2(金)
獨協大学前(草加松原)駅 6:00→東北道鹿沼ＩＣ→県道５８号線→8:40 古峰原高原 9:00
～9:50 三枚岩 10:00～10:50 古峰原高原 11:00→11:20 前日光ハイランドロッジ(昼
食)11:55～12:15 横根山(1373m)～12:30 井戸湿原～14:05 象の鼻～
14:30 前日光ハイランドロッジ→15:20 古峰神社 16:00→県道５８号線→東北道鹿沼Ｉ
Ｃ→19:00 獨協大学前(草加松原)駅
【経 費】高速道路通行料＝2,620 円×2＝5,240 円、ガソリン代＝4,170 円、
車利用負担＝5,000 円

合計

14,410 円 (1 人当たり＝3,600 円)

今年の里の春は短かった。山では雪の多い冬が終り、里では蕗の薹が出て、桜が咲き、牡丹の
花が揺れて春だなあと思っていたら、いきなり５月に 30℃越えになってしまった。
4/5 の韓国・済州島の漢拏山(ﾊﾙﾗｻﾝ・1950m)、4/14 の伊吹山(1337m)の山行で、これまでにな
い足首痛の為、二山続けて標準コースタイム以内で歩くことが出来ず、自分としてはかなりのシ
ョックを受けた。私が信頼するマラソンと山歩きを好む整形外科医師の診断を受けるも、原因は
生来の骨付きが悪い為で、一生治ることはない、現状で一生付き合っていくしかないとの宣告。
これまでのガッツリ歩いて喜ぶ山行から、仕方なく、短い距離をゆっくり歩いて楽しむ山行に
切り替える時期と悟るしかない必要性を感じる。
今回は、澁谷さんから情報を得て、里では短かった春を高原でゆっくり感じよう、そして、短
い距離をゆっくり歩いて楽しむ山行をしてみようと出発。澁谷さん、下川さん、そして私の車に
初めて乗ることになる中島さんも同行していただける。
途中テンが横切る道を車で古峰原高原まで行き、そこから、ズミの花びらが小雪のように飾る
山道を満開のヤマツツジを楽しみながら三枚岩までピストン。さらに、ハイランドロッジまで車
で移動し、スコールのような雨を車中昼食を摂りながらやり過ごし、やはり満開のヤマツツジ・
シロヤシオ、サラサドウダン、咲き残るレンゲツツジの中、横根山～井戸湿原～五段ノ滝～象の
鼻をゆっくり一周する歩きを楽しむ。
山行の後、歴史有る立派な古峰神社を見学させていただき帰路に着く。皆さんありがとう。
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夏（6 月～8 月）の山行記録
記：山口 裕史

大幡川四十八滝沢 快適な滝登りで三つ峠山頂へ
山行日：2017 年 06 月 03 日(土) [日帰り] メンバー：L 沼田、山口裕、会員外２名
コースタイム：宝鉱山バス停 8:24 - 13:39 三ッ峠山 13:45 - 13:59 御巣鷹山 - 15:28 宝鉱山バス
停 - 15:28 ゴール地点
ルート 120 を見ていて三つ峠のピークを踏める四
十八滝沢は気になっていた沢でした。取りつきまで
バス停の駐車スペースから約 1 時間の登りでした
が、その後の連続する滝・滝・滝は見ごたえ・登り
ごたえがありました。
初滝は登山口脇なので登る人はここからで、巻く
のは簡単で三段の滝からもすぐに入れます。
三段の滝向かって右から登り左へトラバースし
てまた右へ。少し滑りあり、慎重に。
大滝 20m 下段は特に危険なし、右へのトラバース
は滝を横断する時に思いっきり濡れます。水量で足
場見えづらいので慎重に渡ります。上段はロープを
出してもらいました。
次の七福の滝からは、これでもかってくらい小滝
が連続していて沢を登っているのを実感できます。
上流に行くほど苔がきれいで渓相が変わってきます。水源からトウトウと水が流れているの
を見て遡行終了。
最後はガレを直登しますが、若干落石には気を付けるもののそれほど酷い詰めではありま
せん。丁度、御巣鷹と三つ峠の真ん中位の稜線に出ました。
自分も頑張れば登れる（トップは無理ですが）くらいの適度な滝だったのも楽しい遡行に
は重要な点です。沢の詰めに入るころから苔が良い感じで、また特色のある沢だったなー。
そして、水源にたどりついてコンコンと溢れる水に感動です。少し飲みましたが美味しか
った気がします（ただ喉乾いていたのかもしれんが…）。
大滝でのトラバースで水をかぶるので、もう少し暑い時に訪れたいですね～。
思っていた以上に楽しい美渓でした♪

14

社山・黒檜岳 破線縦走 クリンソウ・シロヤシオが見ごろ
山行日：2017 年 06 月 10 日(土)

[日帰り] メンバー：L 殿塚、大門、三浦、山口裕

コースタイム：歌ヶ浜駐車場 06:14 - 06:41 狸窪 - 06:59 阿世潟 - 07:11 阿世潟峠 07:17 - 08:09
社山 08:12 - 10:34 黒檜岳 10:44 - 12:16 黒檜岳登山口 - 12:58 ゴール地点
昨年、奥秩父の金峰に行った時にクリ
ンソウを好きになりました。今年はこ
のクリンソウが一面に咲き誇ることで
有名な中禅寺湖湖畔の千手ヶ浜に行き
たいと思っていたところ、殿塚さんよ
り破線ルートの黒檜岳のお誘いがあり
一緒に歩いてきました。
社山からの破線ルート楽しみにして
いたのですが、笹原の尾根歩きは日光
ではなかなか味わえない素敵なルート
でした。結構、踏み後ができているので黒檜岳周辺までは気持ちよい尾根歩き。日光でも歩
いてもらいたいお勧めルートですね。黒檜岳からの下りは、想像していませんでしたがシロ
ヤシオとシャクナゲの饗宴。こんなにシロヤシオが咲いているのを見たのは初めてで、これ
もお勧めルートになる理由ですね。
そしてお目当てのクリンソウですが…素晴らしすぎです。赤、ピンク、白と湖畔の緑、せ
せらぎの落ち着いた雰囲気に映えるクリンソウの景色は一見の価値あり。黒檜岳からの縦走
が厳しい人でも高山からのハイキングで訪れても満足すること間違いなしです。桃の花、桜、
アカヤシオと好きな花を追ってきましたが、また 1 つ良い場所を見つけました。来年の花の
山旅の候補地になりますね～。

峰谷川坊主谷 連瀑帯の快適な遡行
山行日：2017 年 06 月 17 日(土)

[日帰り] メンバー：山口裕、会員外３名

スタート地点 10:50 - 5 連瀑 12:20 - 石垣 13:53 - 15:10 浅間神
社 15:11 - 下山林道到着 15:50 - 16:01 ゴール地点
久しぶりに奥多摩の沢に行ってきました。今年 3 回目の沢です。
最初の連瀑（ルート 120②）は右岸からしっかりした巻道あり。堰堤
上まで一気に巻ける。しばらく連瀑続き③手前の 7m はロープ出し
てもらう。ゆっくり行けばホールドスタンス十分だったと思う。
5 連瀑、1 段目 5m 巻き（kok シャワーなら行けたけど水冷たかった
ので巻き）
2 段 7m・3 段目 8m 向かって左側大きく巻き、踏み後あり。
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4 段目 12m ロープを出してもらう。中間にハーケンあり。登ってみると意外にホールドスタンスあった。
5 段目 5m 普通に向かって右側登る。中ノ谷分岐を右に行くと水流がぐっと減る。
しばらくは小滝が続く。特にロープを出す箇所無し。この辺のマッタリした沢が好き。でも倒木が多
くちょっとうざい。途中から石垣が散見され昔のわさび田地帯に入り休憩。ふと見ると上に取水ホース
が見えて終了点に来ていることを確認。詰めも面倒だし開始が遅かったためここから降る。
滝ですが、ロープがあれば慎重にホールドスタンスを探して登れるくらいで自分にはちょうど良い
レベルでした。ただ、歩くという意味ではちょっと持て余した感じです。三つ峠の方が満足感はあった
かなー。先人はあんな最奥部にワサビ田を作って収穫していたのだからとても凄いことです。
下山に使った取水槽の道はかなり荒れていました。いつ壊れるかわからないような補強道や、ざれ
たトラバースルートなど下りこそ注意が必要です。
今回は取水槽から降ったため体力的には三つ峠四十八滝沢の方が充実感がありましたかね。

深入沢 小釜・小滝が続くお手軽沢登り
山行日：2017 年 07 月 09 日(日)

[前夜泊日帰り] メンバー：山口裕、会員外 10 名

深城ダム管理事務所 07:19 - 07:27 入渓 - 11:25 遡行終了 - 13:30 深城ダム管理事務所
シーズン 4 回目のなる沢登りは「深入沢」。三頭山の西に位置する奈良倉山の西南にある沢
で、場所的にちょっと遠いなと思っていました。ところが、大月から入ると思いのほか早か
ったです。この辺の山域らしく木々に囲まれ暗めの雰囲気です。が、小滝にはかなりの確率
で、膝から腿までの深さの小釜があり、水
量は少なかったですが水に入りながらの遡
行、沢らしい雰囲気が気に入りました。ル
ート 120 に記載されていた“ヌメ”や“細
かい”ホールドスタンスもそれほどでもな
いし、登攀的な要素も少なく快適な遡行が
出来ました。
若干気になったのは、釜に沈殿している
泥が多く、2 番手以降が歩く時には泥水と化
していることか。上部に行くと流れてくる
水自体が泥水だったなー。ということで、
釜はなるべくヘツる方向で遡行しましたよ。今年は空梅雨で水量が少なく泥が流れきらない
のかなーとも思い、水量が多い時には、おそらくきれいな沢になっているだろうから、そん
な時に思いっきり浴びて登りたいですね。
自分の実力的に東丹沢のモミソ、西丹沢のマスキ嵐、奥秩父の東釜に加えて、比較的ロー
プを出さなくても登れるお気に入りの沢になりました。
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針ノ木岳～蓮華岳～北葛岳～七倉岳 縦走
山行日：2017 年 07 月 15 日～16 日

[前夜泊 1 泊 2 日] メンバー：L 山口裕、会員外 2 名

コースタイム：■1 日目：扇沢駅 07:01 - 08:24 大沢小屋 08:28 - 11:38 針ノ木小屋 13:35 - 14:20
針ノ木岳 15:30 - 16:00 針ノ木小屋
■2 日目：針ノ木小屋 05:20 - 06:24 蓮華岳 06:33 - 08:29 北葛岳 08:36 - 09:55 七倉岳 - 10:05
船窪小屋 10:29 - 10:57 天狗の庭 10:58 - 11:29 鼻突八丁（八合目） 11:32 - 12:08 岩小屋
12:15 - 12:39 唐沢ノゾキ - 13:19 七倉登山口 13:22 - 13:23 七倉山荘
北アルプスの赤線繋ぎをいつかやりたいと思った時に、北部の「五竜・鹿島槍の稜線」と
南部と「水晶・双六」を歩かなきゃと思っています。今回は 3 連休で蓮華～北葛～船窪～不
動～烏帽子と縦走する予定でしたが、仲間が 2 日間しか休みがとれなくなったため、この中
でもエッセンスを凝縮した蓮華～北葛～七倉のスタート、エンドが異なる縦走に変更しまし
た。
1 日目
今回は久しぶりの縦走。そして K さんと初めての縦走。仕事の関係で出発が予定よりも出
遅れ扇沢到着が 4 時、仮眠 2 時間と通常 2 時にはついて 4 時間は仮眠を取ることを心掛けて
いる自分にとっては、厳しい行動計画となってしまった。
眠い目をこすりながら 6 時起床して 7 時出発。青空の中、扇沢を囲む峰々には残雪が残り
美しい。日差しが暑いが樹林歩きなので比較的涼しく大沢小屋までは順調で歩けた。
大沢小屋より 30 分程歩くと雪渓に降り立つ。ヒヤリとした空気が夏には心地よく改めて雪
渓歩きが好きなことを実感する。峰々はガスに覆われてしまうが、時々ガスが薄まると雪渓
にゴマ粒のように登る人が見え、その多さに少々驚く。テント設営大丈夫かと心配になる。
快適な雪渓歩きは針ノ木小屋まで続き、
受付を終えテントサイトに行くと登り中
によぎった心配が現実になった。既に近く
のテントサイトは一杯、張れる場所がない
のである。通りゆく人に聞くと少し登った
ところにまだ張れるとの情報をいただき
登ってみる。7 分位登ったところでギリギ
リ張れるスペースを確保できた。針ノ木が
こんなにも人気の山だとは思ってもいな
かったが、実際に登り針ノ木、蓮華の大い
なる魅力に気が付いた次第だ。
テント設営、針ノ木岳を往復した。山頂はガスで展望は良くなかったが、一瞬切れたガス
間に赤牛の稜線や黒部湖を楽しむ。テント場に戻り宴会中には天気も回復し、蓮華を肴に旨
い酒を楽しむことができた。
2 日目
昨日は睡眠不足もあり、梅酒を飲んでいる途中で寝てしまった。気を利かせてヘッデンの
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電源を切ってくれたようだ。ありがたい。
朝 3 時 45 分起床、朝食を済ませ 5 時出発す
る。蓮華の登りは結構急だがひと登りすると
なだらかな稜線歩きになる。コマクサやキバ
ナスミレなどの高山植物を愛でながら、アル
プスの峰々の迫力にも見とれ、忙しいことこ
の上ない。山頂でも展望を楽しんだが先を急
ぐ。
今回の核心である蓮華の大下りからの登り。
稜線歩きとは思えない 500m の下りの後の
300m の登り。最初は歩きやすい下りですが、下部はガレガレで落石を出しかねない緊張の下
りが続く、そして最後の 50m 位だろうか、鎖が設置され本格的な岩稜帯となった。ホールド
スタンスはしっかりあるので問題はないが、鎖がなかったら結構怖い場所だろう。
一息ついたら 300m の登りに取り掛かる。この登りがまた急坂で・・・振り返ると蓮華の大
下りの長かった斜面が目の前にある。いやーよく下ってきたもんだ。北葛岳にたどり着いた
時には、周辺の山も雲がかかってきた。北葛から船窪小屋が視認できたがまだまだ遠い、そ
して七倉岳への尾根もアップダウンが厳しかった。このルート針ノ木方面からくると天気が
良ければ、終始槍ヶ岳を見ながら歩くことができ、山行自体もバリエーションに富んだ楽し
いルートでした。

花満開の野反湖 テント泊で周回（雨で白砂山は断念）
山行日：2017 年 07 月 22 日-23 日

[1 泊 2 日] メンバー：L 山口裕、会員外 10 名

コースタイム：
■1 日目：富士見峠(野反峠) 11:21 - 11:33 弁天山 - 11:37 弁天峠 - 12:29 エビ山 12:40 - 13:18
野反湖キャンプ場 - 13:27 野反湖ビジターセンター
■2 日目：野反湖ビジターセンター 05:32 - 05:44 野反湖バス停 05:48 - 06:25 池の峠登山口
06:34 - 07:25 富士見峠(野反峠)
天気予報では 15 時以降崩れそうとのことで、野
反湖の白砂山山行を決行しましたが残念ながら大
雨に降られてしまいました。自分的には白砂登れ
ませんでしたが、未踏のルートを歩けたし、満開
のノゾリキスゲを見ることができたし、テント幕
営後は天気も良く楽しいひと時を過ごすことがで
きて満足できたかなーと思います。
この時期ノゾリキスゲが満開で一見の価値あり。
春のシラネアオイ、晩秋のマツムシソウなど季節を通して花が楽しめます。天空の湖「野反
湖」はとても良いところなので、晴れた青空のもと来年リベンジしたいなと思います。
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上州 小野子山と十二ヶ岳
山行日：2017 年 08 月 05 日

[日帰り] メンバー：山口裕、会員外 8 名

コースタイム：小野上駅 09:46 - 11:12 小野子山登山道入口駐車場 11:23 - 12:23 雨乞山 12:36
- 13:39 小野子山 13:51 - 14:32 中ノ岳 14:36 - 15:18 十二ヶ岳 15:31 - 15:59 見透し台 16:01 16:44 十二ヶ岳登山口駐車場 16:46 - 18:02 ゴール地点
北アのマニアックなスポットである奥又白池
の予定でしたが、天候不良のため急きょ場所が変
更。この時期としては異例の低山ハイクで群馬百
名山であり、神田山の会推奨の百ルートの 1 つで
ある小野子山・十二ヶ岳になりました。この時期
低山を歩くことがほとんどなく、汗をだらだら流
しながらでしたが、意外に心地よい風もあり快適
とまでは言えないけど、来週のキッツイ山行の前
哨戦としては申し分ない山行となりました。
さすが推奨ルートだけあって、小野子山→中ノ岳、中ノ岳小野子山→十二ヶ岳と結構なア
ップダウンがあり～の、十二ヶ岳からは展望も良く、素晴らしい周回ルートで、これは侮れ
ない良い山に出会えました。
ただ電車で行くと遠い！おそらく登山時間と同じくらい電車に乗っていたかと思われます。

白馬岳 天候不良で栂海新道断念
山行日：2017 年 08 月 19 日-20 日

[前夜泊 1 泊 2 日] メンバー：L 殿塚、鎌形、森律、山口裕

コースタイム：■1 日目：猿倉荘 07:30 - 07:32 猿倉登山口駐車場 - 08:26 白馬尻荘 - 08:29 白
馬尻小屋 08:38 - 10:04 岩室跡 - 11:36 避難小屋 11:49 - 13:08 白馬岳頂上宿舎
■2 日目：白馬岳頂上宿舎 06:26 - 06:41 白馬山荘 - 06:54 白馬岳 06:58 - 07:13 白馬山荘 07:28 白馬岳頂上宿舎 07:29 - 08:09 避難小屋 08:28 - 09:27 岩室跡 09:28 - 10:20 白馬尻小
屋 10:57 - 10:59 白馬尻荘 - 11:46
猿倉荘数年前、蓮華温泉から五輪尾根を登り朝日岳～白馬を周回した時に知った日本海の
親不知まで続く「栂海新道」の存在。いつか機会があれば繋げたいと思っていましたが、殿
塚さんからお誘いがあって行くことにしました。
前日天気予報では 1 日目午後雨、2 日目雨、3・4 日目曇りと芳しくありません。猿倉から
白馬を越えて雪倉・朝日と続く稜線歩きの 2 日間の天気が悪そ。リーダーの判断で予定通り
決行しました。
結果としては予報通りで心配していた強い雨に加えて雷も発生してしまったため、稜線歩き
は危険と判断し撤退。下山時には雷が三度なり肝を冷やしましたが、無事に下山。栂海新道
はお預けとなりました。
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天気が悪くて行きはガス、帰りは雨の中でしたが、白馬大雪渓を初めて登ったことに意義
があります。
大雪渓の雰囲気がわかったので来年以降計画したいと思っている「白馬三山～不帰～唐松
周回」「白馬～欅平～水平道～下ノ廊下～扇沢」の計画立案も膨らみました。

甘利山・千頭星山
山行日：2017 年 8 月 26 日

メンバー：山口裕、会員外

コースタイム：5 時間（休憩込 1 時間 40 分）
つつじ苑 09:50 - 10:05 甘利山 10:10 - 11:44 千頭星山 12:20 - 13:17 奥甘利山 13:37 13:59 甘利山 14:30 - 14:47 つつじ苑
ツツジの名所としての甘利山。山梨百名山にも選ばれていて富士の展望も良いとあっていつ
か訪れたいと思いつつ、あまりにもお手軽過ぎていく機会がなかった山でした。
駐車場着時には傘をさすような状況。今年は雨に降られるなと諦めムードでしたが、歩きは
じめると雨が止み次第に天気は回復、千頭星山周辺はガスが濃かったので展望はありません
でしたが、甘利山に降りてくるあたりでガスの濃い地帯を抜け、青空の下に富士山、八ヶ岳、
南ア南部などが展望できるまでになりました。やっぱり青空でこそ気持ち良いハイキングに
なりますね。
今回歩いている中で一番咲いていたのがマルバ
タケブキ。一面に咲く黄色い花はなかなか見事で
したよ。他にもシシウドや、ヤマハハコ、ソテツ
なども咲いていて楽しい花見ができました。
有名なツツジがどんだけかと思いましたが、甘利
山周辺は本当にツツジの木が多く、赤く染まった
山を見てみたく、満開の時に一度写真を撮りに訪
れたい山となりました。
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尾白川水系 鞍掛沢~乗越沢~日向山へ
山行日：2017 年 8 月 27 日

メンバー：山口裕、会員外

コースタイム：9 時間 矢立石登山口 08:00 - 08:32 錦滝

- 10:39 鞍掛沢出合 10:51 - 14:35

駒岩（鞍掛山分岐）- 16:08 日向山 - 16:57 矢立石登山口

谷川山域の沢のように明るく開けた雰囲気、ダイナミックな滝が何本も出てくる迫力
の景観、豊富な水量と透明度の高いきれいな沢水、ジャブジャブと泳げる深い釜、登攀
的要素がそれほどないと、まさに自分が求めているものがギッシリと詰まった沢で、自
信を持って推薦できる沢です。鞍掛沢は比較的穏やかな沢に随所に 5~10m 級の大きな滝
があります。どの滝も流れで磨かれてスラブっぽいので直登りは出来ないのですが、泳
ぎが出来る大きな釜と滝は見事な景観です。ダイナミックな雰囲気とは異なり、後半乗
越沢に入ると沢は規模が小さくなり、傾斜がきつくなってくるので、若干しんどい。そ
れでも登攀的要素はこちらも少ないので体力があればガッツリ登れるでしょう。今回の下
山時に尾白川を遡行してきた女性がいました。いつかそちらのルートも行ってみたいですね。
また、トレランの人にも会いました。甲斐駒の黒戸尾根から日帰り周回・・・恐るべしです。
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6 月～8 月沢登り報告
記：沼田真澄
6月3日

大幡川四十八滝沢
同級生 1 他 1

Ｌ沼田 山口（ひ）
宝鉱山バス停 0824⇒

三つ峠 13：45⇒

宝鉱山バス停 15：28

名の通り、滝がたくさん続く沢。たしかに、どこで切れるのかわからない。
傾斜はそれほどなく、すべて登れる。三つ峠まできれいにツメることができる。
初心者を連れていくには良いルート。
6 月 10 日

丹沢

女郎小屋沢

Ｌ沼田 ＯＡＣ1
玄倉駐車場 8：00⇒

女郎小屋沢入渓 9：00⇒

女郎小屋乗越 17：00⇒

玄倉駐車場 19：

00
ゲート前の駐車スペースまで入れなくなっており、手前から歩くことに。
入渓点は、看板があり、わかりやすい。
15ｍＦ１先輩が登りはじめるが、ぬめっていて撤退。私もチャレンジしたが、二つの水流の
真ん中にルートを見出し、その間でナチプロをセット。ちょっと微妙なところをいこうとす
る前にそのナチプロを確認したら、抜けてしまった（汗）ため、危険を感じ断念。先輩に右
岸を巻いて、上から助けてもらう。確保してもらって、登ろうとしたら、プリンターの大き
さくらいある岩がはがれて落ちた（汗汗汗）。上から確保してもらっていたため、その岩には
当たらずにいたが、そのまま登っていたら、支点の関係上、その岩が体にあたって、しかも
6ｍ以上は落下していたことになる。危険を感じたら、登らないということは、大事なことだ
と思った。
野猿棚の 6ｍは、残置がなくっており、冷たくて水流を登るのが嫌だったので、左岸からか
なりの大高巻きをした。これもかなり微妙なところを登り、これだけで 90 分程かかる始末。
ヘッデン下山かと思いきや、なんとか 19 時に駐車場に帰ってこられた。
同角沢よりも簡単だと思って、軽い気でいたら、結構キツイ沢だった。
6 月 18 日

奥武蔵

川浦谷本谷

Ｌ沼田 浦和渓稜 2
秩父橋 7：50⇒
下降 13：00⇒

七つ瀑のゴルジュ上 10：30⇒

三連滝上（遡行終了）12：00⇒

シアン沢

駐車場 15：00

奥武蔵で有名な険谷。七つ瀑のゴルジュは、手前に撤退ロープがあり、また記録でみるとか
なり難しい登攀となるため、今回は高巻く。
そのあとの核心部 8ｍ6ｍ2ｍでは、ハーケンを打って 2ｐ。2ｐ目は、右岸を巻き気味に登る
が残置スリングがあるところがシブイ。50ｍロープでぎりぎり。
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シアン沢下降は、4 回懸垂下降があるが、問題なし。
次回行くときは、七つ瀑のゴルジュを突破したいが。。。
6 月 20 日

飯士山

負欠スラブ

Ｌ沼田 同級生 1
駐車場 07：53⇒

飯士山 12：24⇒

駐車場 13：33

登山道を登って、途中のカレ沢を詰めると、どーんとスラブ岩が視界を埋め尽くす。
クライミングシューズに履き替えて、快適に登っていく。
アルパインの練習にと選んだルートだったが、ロープを使いそうにないので、予定を転向し
て、左にトラバースして、負欠岩を登ることに。トラバースは微妙だったので、５回くらい
ロープをだした。負欠岩は、簡単に登れた。5.6 くらいのレベル。岩のテッペンで、大きな岩
が乗っかっていたが、それが動いたのは恐ろしかった。
そこから山頂への登りは、きわどい。登山道とは思えない。また、下山の一般道も、トラロ
ープや鎖が多数あり、悪かった。
6 月 21 日

裸山スラブ

桑原沢

Ｌ沼田 同級生 1
駐車場 06：51⇒

裸山 10：29⇒

駐車場 13：12

朝から小雨が降っていたが、簡単なスラブだと思っていたので、決行することにした。
支沢を詰めると、これもまたスラブがどーんと顔をだす。
最初の方は、傾斜が緩く、ところどころ穴があいているので、簡単に登れたが、中盤手前か
ら、急に立ってきて、穴もなくなる。
そこでロープをだしていくが、雨が降っているため、沢靴でそのまま登ることに。
小さく生えている草やハイマツを頼りに、だましながら登って、かなりキツかった。
上部でトラバースするときには、風で体が振られ、ヒヤヒヤした。最後は、ハイマツを頼り
に、スラブのトップへ。
おそらく 10 回以上ロープをだしたと思し、かなり寒かった。
そこからは、藪をこいで山頂まで、そこからまた藪をこいで、下降する桑原沢を見つけるこ
とに。下降地点は、ＧＰＳでそろそろ下降地点かと思うところに、それらしいちょっとした
くぼみがあったので、それを下って、正解だった。森林地帯に入り、雨風が当たらなくなっ
たので、安心しながら、沢を下った。雪渓がでてきたときは、驚いたが、なんとか無事に通
過できた。
雨風の中の登攀は、キツかった。稜線もあんなに藪が凄いとは思わなかった。この山に一般
登山道はないから、これが本来の山の姿だと思うと、キツくて辛かったけど、ちょっと嬉し
かった。
しかし、やっぱり普通のところではないところへ行くときは、天候が悪いときは控えた方が
良いと思った。
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7 月 23 日

丹沢

火打沢

他1

Ｌ長田 沼田
駐車場 7：30⇒

12：30 登山道

⇒

駐車場 13：30

朝から小雨が降っていたので、当初予定していた谷川の沢をやめて、近場の丹沢へ。
蒸し暑い中、スタート。③10ｍの出だしのボルダームーブのところが難しかっただけで、あ
とは特に問題なし。しかし、下山で痛恨のミス。仕事道を通りすぎて、登りすぎてしまった。
みんなでおかしいなーと思い、ＧＰＳで確認したところ、そのまま行っていたら、本日ビバ
ークとなっていた。もときた道を戻り、仕事道を発見して、無事に下山。準備をしていなか
ったという言い訳もあるが、仕事道は稜線にあると勝手に思い込んでいたことが間違いの原
因。良い勉強になった。
7 月 30 日

葛野川

深入沢

Ｌ沼田 同級生 1
スタート 07：34⇒

ゴール 11：41

初心者たちを連れてってほしいと頼まれ、選んだ沢だったが、彼女たちは結局天候が悪くて
不安なので、こなかった。沢自体は、難しいところはなく、とても 2 級下というグレードで
はないと感じ、かなり物足りなかった。
8月5日

丹沢

セドノ沢左俣左沢

Ｌ沼田 同級生 1
戸沢駐車場 08：16⇒

セドノ沢左俣大滝 9：22⇒

木ノ又小屋 11：43⇒

戸沢駐車場 13：

27
難しいセドノ右俣よりは、はるかに簡単。大滝も全然問題なし。スタンスが落ちて、ちょっ
とヒヤッとしたが（汗）。上部で、ルートから外れてしまったので、また今度行くかも。
8 月 26,27 日

笹穴沢

Ｌ沼田 ＯＡＣ1 同級生 1
川古温泉 11：03⇒
宿泊場 08：17⇒

宿泊場 17：42
平標山 20：55⇒

平標山登山口駐車場 23：37

朝方まで雨予定だったので、出発を後らせる。下山を短くするために、車を二台で。
一日目は、登攀はなく、気持ちよく開けた視界で、大きな岩のゴーロを全身を使って、進む。
釜が深いところは何か所かあったが、魚影はない。そして、寒くて泳ぐ気にもならなかった。
テン場は、二俣の手前で、沢からちょっとあがったところにあり、草を倒して、テントを張
った。
久しぶりの沢泊。イワナを釣れないのは残念だったが、焚火とアミでバーベキュー。
途中ゲットしたタマゴダケを焼いて食べるが、あんまりおいしくなかったので、残念。焚火
で、色々焼いて、酒を飲んで、楽しい沢泊☆
二日目、しょっぱなから、20ｍ滝。ザックが重く、縦長なので、ヘルメットをかぶった頭が
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押さえつけられ、上を見るのに苦しい。
雨が降り続いていたため、水量が多く、それぞれの滝のルートとりがわかりずらい。
核心 30ｍ滝は、左岸の水流を登り、中段テラスの残置があるところでピッチをきり、直上し
て、落ち口へトラバース。トラバースは、滑りそうで、緊張する場だった。
そのあと、40ｍ大ナメも念のため、ロープをだした。
ツメは、左の支沢に入って、左にトラバースすればすぐに登山道となっていたが、暗くなり、
分岐で左に滝があったので、右へ行きその支沢をツメたら、平標山と仙ノ倉の稜線へ。ヘッ
デンで、ガスの中、風が強く、藪漕ぎで、かなり辛かった。ルートをあやまったのが原因だ
が、まあ良いトレーニングでしょ。登山道にでられれば、あとは帰れる。ガスで電波が届か
なく、下山して結構してから、電波が入り、あわてて下山連絡先の長田さんに連絡。ご心配
をおかけいたしました。
さすがに、その日は帰る気がせず、泊まって帰った。筋肉痛は、木曜日まで続いた。。。
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山行紀行

～ 2017 夏 ～
記：浅井祐子

6/3 富士山/一合目～五合目
L.祐子、小野寺、八並、山口と、宋、兼堀 X2、大門、村上、江崎、山本、鈴木廣、
草加 5:30=馬返し P8:20-二合目 9:05-四合五勺 10:30-五合目(佐藤小屋)10:50-11:40-下山-P13:30
五合目からの富士登山はお馴染のルートであろう。が、緑豊かな一合目からの樹林帯を楽しも
うと計画する。大勢の参加で嬉しいかぎり。皆さんも気になっていたコースだったのかも…?
浅間神社脇の一本道を進み車は馬返しまで。ここが一合目と位置づけられ二合目、三合目と道
標も丁寧に設置されて楽しい道のり。新緑が美しく歩きやすさ抜群。ワイワイとお喋りしながら
賑やかな道中。しばしばトレランの方々がのんびりな我らを追い越して行く。
2 時間半で佐藤小屋に到着。なんと五合目はようやく芽吹きが始まろうかという春の始めであ
った。寒くてみな防寒着を取り出す始末である。しばし昼食を楽しみ往路を戻る。
手頃なこのコース、季節ごとに度々訪れたいお気に入りになりそうです。

7/5 (会) 甘利山から千頭星山(山梨) L.祐子、小野寺、八並、平野、
草加 5:35 = 韮崎 IC= 広河原 P8:35-甘利山 9:00 - 千頭星山 10:55-11:25 – 戻り-P13:10
以前スケッチ山行を兼ねてマイクロバスを仕立て登りに来たことがあった。もの凄い雨で
スケッチ隊も登山組も散々だった思い出がある。が、今日は富士も望めてまずまずの天気。
車でぶ～んと 1400m くらいまで上がっちゃうのでルンルンの草原歩きが待っています。
お目当てのレンゲツツジは完全に終わっていたがその分静かな山歩きが楽しめそうだ。駐車場の
規模から想像すると見頃には相当な観光客がやって来る模様。
甘利山までは一登り。ここですでに素晴らしい展望なのだが、千頭星山までが今日のコース。
この先好展望の箇所は少ないのだが唐松林の美しい散歩道が魅力である。途中前方を横切る猿の
群れに少しビビったが、あちらは気にも留めず林の奥へと消えて行った。樹林帯の中の山頂は少
し残念だが、この先を進めば鳳凰三山へのルートと思いを馳せ往路を戻る。
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富士山一合目～五合目（２３００ｍ）
記：小野寺

英子

日 程 ：平成２９年６月３日
参加者：Ｌ浅井（祐）
・宋・八並・兼堀（善）
・兼堀（恵）
・大門・村上・江崎・山本、山口（敏）・
鈴木（廣）・小野寺

コースタイム
独協大学前西口 5：30=首都高＝中央道=河口湖ＩＣ＝吉田口登山道＝馬返駐車場 8：00
登山口 8：20～一合目 8：35～二合目 9：05～三合目 9：30～四合目 9：55～四合五勺
10：10～五合目（佐藤小屋）11：00～

下山 12：10～三合目 12：40～一合目 13：20

～登山口 13：30＝紅富士の湯=＝独協大学前
富士山には何度も登っているが一合目から五合目までは登った事が無かった。祐子さんの
計画でやっと実行出来た。最高の天気だ。高速からの富士山が素晴らしい。高速を下りて暫
く走ると、いよいよ富士山に向けての吉田口登山道に入る。
昔の人達が馬を引いて登って行った道を、私達は車で登る。眩しいほどの新緑と、木洩れ
日を浴びながら馬返しに着いた。数台の車が止まっていた。
一合目を目指して登山開始、ゆったりと気持ちよい登りだ。登山道の真ん中に大きな木枠
に石を敷き詰めてある。なんだろう？？こんなの初めてだ！後で調べたら「浸透枡」と言う
らしいが、ある程度の間隔で佐藤小屋まで続いた。
コースタイムよりも早めに進む。四合目で視界が開けた。奥武蔵の山々、八ヶ岳も見える。
リーダーが元気な３人に先行して六合目辺りまで行くようにと指令！後は各合目ごとに有る
朽ち果てた小屋や祠跡に、昔の人達が富士山を目指して、賑わって居ただろうなとの思いを
馳せて説明文を読んだりして、ゆっくりと登る。
五合目に近付くにしたがって空の様子が少しずつ変わってきた。辿り着いた佐藤小屋に先
行の３人の姿はなく、昼食を摂りながら待っていたが寒い寒い！展望もなく時折ガスが掛か
る。五合目とは 2300ｍの高さだから寒い訳ですよね。先行の 3 人さんと連絡が取れて、折り
返して貰い下山する。六合目までは辿り着かなかったようです。
小屋下に数本のフジザクラ（？）が咲き始めて綺麗だった。登山口はすっかり晴れて
ました。これで本当に一合目から富士山登頂が出来たぞう～～と大満足でした。
祐子さん・皆さん有難うございました。

浸
透
枡
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尾

瀬（トガクシショウマ）
記:鎌形

瑞枝

山行日・・・2017 年 6 月３～４日
メンバー・・L.鎌形瑞枝、森花江、小林真一、宮澤明音
コース・・・６/３

5：30 獨-協大前―戸倉駐車場―10：15 鳩待峠―11：25 山の鼻
13:10 竜宮小屋―13:25 見晴らし―14:10 温泉小屋(泊)

６/４

7：00 温泉小屋―段吉新道 ―7:45 温泉小屋―10：25 山の鼻
11：25 鳩待峠―12：00 戸倉駐車場

戸倉駐車場は、第一、第二もいっぱいで第三のスキー場に駐車できました。
鳩待峠はハイカーでにぎわっており、交互通行は雪があると止まってしまい、交わすのが大
変でした。山の鼻から先は木道に雪はなく、マイペースで歩けました。
水芭蕉は見頃を迎えており、雪解けが遅かったようです。昨年とは大違いとの事。
予報より天気は悪く、寒さも手伝って、山の鼻でレインウエアーを着用。霧雨から小雨と、
小屋に入った後は、いい降りになってしまいました。
温泉小屋は寒く、温泉にゆっくり浸かり温まっ
てから、夕食前のアルコールを楽しみました。食
堂にはストーブが置かれていて満席でした。
雨はやむことなく一晩中降り続き、雨の中朝食
後段吉新道のトガクシショウマを見に行きました。
20 分ほどの所に雨に濡れた、ピンクのトガクシシ
ョウマが、ひっそりと咲いていました。何か所か
に咲くけど、今回はまだここだけとの事。三条の
滝の往復は２時間かかるし、３対１で取りやめになりました。
山の鼻に近づくごとに、青空が時々顔を出すようになり、天
気は回復の模様。水芭蕉の見頃はまだ続きそう。尾瀬ヶ原は
ショウジョウバカマが萌え出したばかり。
エンレイソウ、イワナシ、ハクサンシャクナゲ、リュウキン
カ、キクザキイチゲ、ニリンソウ、ザゼンソウ、シラネアオ
イ、オオカメノキ等確認できました。
お試しの宮澤さん、雨ニモマケズお付き合いくださりありが
とうございました。
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赤面山 1701.1ｍ
★2017 年 6 月 6 日

火曜日

晴れ

記

新庄

八重

★L 山﨑(正)、下川、山口(敏)、渋谷、新庄
★草加 5:30⇒堀川登山口 8:00…青少年の家縦走路合流点 8:20…4 合目 9:00/9:15…スキー場
分岐 10:30…9 合目 11:00…赤面山 11:15/12:00…堀川登山口 14:00
「シロヤシオ」別名ゴヨウツツジと呼ばれている。
日光、那須周辺はシロヤシオの宝庫で、ここ赤面山にもシロヤシオの群生地がある。白い花
弁は清楚で気品があり好きな花の一つだ。
堀川登山口から作業道を入り、樹林帯の中を進むと那須甲子青少年の家からの縦走路と合流
する。鉄の階段を上ると本格的な登山道となり、尾根に出ると今は使われなくなった旧道に
合わさりサラサドウダンツツジが迎えてくれた。プレート 4 の表示があり一休みする。プレ
ートは頂上直下の 9 まであり登る目安に丁度よい。
さてお目当てのシロヤシオは４～８合目にかけて群生している。しばらく振りのシロヤシオ
に期待していたが、今年は外れ年のようで思い描く風景には遠かった。それでも気品を感じ
させる白い花びらに感謝、大木も多いので次回に期待しましょう！
８合目を過ぎると樹林帯から抜け出しドウダンツツジのトンネル、ムラサキヤシオ、笹原へ
と変わり頭上には青空が広がっていた。
９合目になると岩山帯となり一気に稜線に飛び出す。
辺り一面コメツツジの海、高い木々はなくなり展望も

朝日岳

すこぶるよい。
山頂からは茶臼岳(ガスが沸き時々姿を現す)、朝日岳、
隠居倉、三本槍、旭岳、大白森にかけての那須縦走路
の山々。奥には白い雪を被った飯豊の山並みがとても

赤面山山頂

雄大で素晴らしい。贅沢な眺
めを見ながらランチを頂き
大満足で頂上を後にした。
須立山

仕上げは江戸時代創業の
「北温泉」で汗を流した。シ
ロヤシオ、那須縦走路の眺め、
新緑に包まれたレトロな温
北温泉

泉に癒された素敵な一日が体験できた。
29

旭岳

会山行「鹿俣山(かのまたやま)～玉原湿原」
記
山行日
メンバー

浅井昭光

2017.6.10(土)
L 浅井昭光, 兼堀善和, 染谷智行, 松田武, 畑野順二, 杉山清美,
小野寺英子, 中島秀子,平野祥子, 畑野仁美

コースタイム

松原（5：30）---センターハウス P（7：35-7：59）---鹿又山山頂 10：26-10：
35--スキー場（昼食 11：10-12：05）--ブナ平（胴金沢分岐）（12：35）-玉原湿原（13：18）---センターハウス P（13：48）

梅雨入宣言が出てからいい天気が続いている中、定刻に松原を出発し途中赤城高原で休憩
しながら玉原センターハウス P に到着。なだらかな道を鳥のさえずりと新緑の清々しさの中
を熊の出没がないことを願いつつ進む。ブナの新緑は目に優しく映ったが、春蝉の大合唱に
は頭の中まで浸透する感じで耳障りに聞こえてきた。
鹿俣山頂の手前 30 分位の処から登りとなり山頂はそれほど広くはなく、見晴らしは良いが
霞がかかり遠くの山は見えにくかった。ブナ平に向かう途中で、スキー場のコースに出る。
あまりにものどかで気持ちの良いところの為、昼食にする。トマトスープを用意して和やか
に食べ終わったところで天候が悪くなる。
早々にブナ平に向かうと途中から「雨」がポツリと降ってきて雷が 1 回鳴った。予定を短
縮して玉原湿原へと向かう。湿原に着くと進入禁止のテープがあったが、ここまで来てから
では行くしかないという判断で進むと、雨が強く降りだし足早に何もない湿原を後にした。
みんなビッショリになりセンターハウスに着く。
参加してくれたメンバーお疲れ様でした。兼堀さん、畑野順二さん車の運転有難うござい
ました。また、平野さん、畑野仁美さんスープ材料手配有難うございました。大変美味しか
ったです。
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社山・黒檜岳
記：大門

京子

・山行日：２０１７年６月１０日（土）
・メンバー：Ｌ殿塚、山口（裕）、三浦、大門
・コース：歌ヶ浜駐車場 6：00＝6：20－阿世潟峠 7：13－社山 8：10－黒檜岳 10：35－黒
檜岳登山口 12：10－千手ヶ浜 13：00＝13：35～遊覧船～立木観音（歌ヶ浜駐車
場）14：20－入浴（ホテル湖畔亭）14：45＝15：30
久しぶりの夜中出発でちょっと寝不足です。待ち合わせの場所から車で拾ってもらい、東
北道と日光有料道路の清滝インターで下り、歌ヶ浜Ｐに６時に着く。湖では早朝から多くの
人が釣りをしていました。
初めはゆっくり歩きたかったのですが、平地ということもあり、リーダーの歩きは速い！！
阿世潟からの上りも一気に阿世潟峠に着く。峠に出ると風があり、汗をかいた体にとても気
持ち良く、ホッとする。社山への尾根道は展望も良く、今日は天気も良く、男体山・日光白
根・皇海山まで良く見えます。芽吹いたばかりの新緑がとてもきれいです。ハルゼミも鳴い
ています。声がする方に目をやると、セミの姿もそばで見えていました。男体山は頭に雲を
かぶってしまっていて残念。
社山から黒檜へは破線ルートで、歩きやすい所もありましたが、細い斜面を通り、アレ？
違ったかな？と笹をかき分けながら上り、笹原を抜け、樹林帯では目印を探しながらルート
を外れないように進みました。頂上に着くも、展望はありませんでした。
千手ヶ浜への下り坂は木立の中です。坂が急になる辺りから、満開のシロヤシオがたくさ
んあります。木も大きく見ごたえがあります。シャクナゲの花も咲き残っているのが見られ
ましたが、時期にたくさんの花が咲きそろえば素晴らしいでしょうね。
千手ヶ浜では、満開を迎えた色とりどりのクリンソウの群生地を見ることができ、とても
きれいでした。群生地は多くの観光客で賑わっていました。「のど元過ぎれは熱さを忘れる」
ではないですが、登りの辛さも、下りの多くの花で疲れもふっとびました。
昼食を取り始めた頃、雨が降ってきたので、予定変更。遊覧船で立木観音まで乗って帰る
ことになりました。お風呂はいつもの「やしおの湯」ではなく湖畔の「ホテル湖畔亭」で入
浴。タオル付き５００円、白濁のお湯で空いていてゆっくりでき、
いいお湯でした。
新緑の稜線歩きとたくさんの花と良いコースに、一緒に歩いて
頂いた殿塚さん、山口（裕）さん、三浦さん、ありがとうござい
ました。三浦さん、運転お疲れ様でした。
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平 標 山

【１,９８４m】
記：染谷 智行

１．日 時：２０１７／６／１７（土）
２．参加者：Ｌ染谷智行､浅井祐子､兼堀善和，森律子，殿塚洋一，新島和子，三浦藤博
い おり

四宮慎太郎，江崎直子，畑野順二，鎌形瑞枝，森花江，井居奈美（お試し）
３．コース：独協大学駅西口 5:30 発----関越道

湯沢 IC――平標山駐車場 7:55―8:15 鉄塔

9:15――松手山 10:00――平標山 11:40－12:00――平標山の家 12:40
――平標山駐車場 14:40――入浴 雪ささの湯――関越道

月夜野 IC――

独協大学駅西口 18：30
会山行のリーダーの順番が廻ってきた。梅雨時でもあるし何処にしようか迷うところであ
るが、歩行時間と花を楽しめる点で平標山とした。１５名程の参加希望者があったが最終的
には、13 名

車 2 台で決行した。「花の 100 名山」に選ばれているらしくこの時期、この時

間で第 1 駐車場（150 台）が満車で第 2 に廻される混み具合だ。本日のコースは、松手山か
ら頂上経由平標山の家への右廻りとした。登山口 980ｍスタートで頂上 1984ｍ高度差≒1000
ｍあり初心者でも高度差を十分体験できる。鉄塔迄 1 時間、松手山を過ぎると樹林帯から一
気に稜線となり視界が開け高山植物が多数開花していた。
（ｻﾗｻﾄﾞｰﾀﾞﾝ、ｱｽﾞﾏｼｬｸﾅｹﾞ、ｲﾜｶｶﾞﾐ、ﾐﾔﾏｷﾝﾊﾞｲ、ﾊｸｻﾝｲﾁｹﾞ、ｼﾗﾈｱｵｲ…等）頂上で昼食する。

ハクサンイチゲ

谷川岳、万太郎へ続く仙ノ倉山方面の稜線を左にみて（天気上々）平標山の家に下る。
仙ノ倉山迄往復 2 時間で可能であるが今回はパス、行きたかった人ゴメンナサイ。
延々と階段、木道を歩き駐車場に戻る。日帰り温泉施設がたくさん在り過ぎて帰路どこで汗
を流すか悩んだが、下調べをした源泉かけ流し 100％、循環なし、加水なし、茶褐色のにご
り湯の苗場温泉「雪ささの湯」にした。地場の山菜を販売しており道の駅と同様に盛況でし
た。（ワラビ、根曲がり竹、ウド、こしあぶら．．．等）参加者の皆様お疲れ様でした。
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赤面山～三本槍岳山行報告（那須）
（1701ｍ） （1917ｍ）
記・阿部

芳夫

★日時・・・・・Ｈ２９年６月１１日（日）

★メンバー・・・Ｌ鈴木（廣）・山本・出口・阿部
★コースタイム・獨協大学駅西口 5：30 集合・出発・東北道～那須ＩＣ～那須申子道路～白
河高原スキー駐車場 8：00 着準備して 8：15 分登山出発＝＝
第一リフト終点 8：45～55 発＝＝第２リフト終点 9：30～9：40 発
＝＝赤面山 10：20～30 発＝＝三本槍岳頂上 12：25 着～昼食～45 発
下山＝＝分岐 13：25＝ここで分かれる＝北温泉 15：10 着＝＝
駐車場 15：25 着・・赤面山組（車組）16：10 着・合流
今日は朝から天気も良く気持ちよく家を出られた。駅で山本さんと合流し、獨協大学駅西
口で車に合流し話を聞くと、鈴木リーダーが「今日は八並さんが都合悪くて欠席。」との事、
四人で乗車し出発した。天気も良く気持ちよく出発できた。東北道から那須インターで一般
道に入り、白河高原スキー駐車場に入った。このスキー場は今使っておらず大きな建物の窓
ガラスはほとんど割れていて、お
化け屋敷の廃墟のようになって
いる。でも駐車場は広くていくら
でも駐車できる。何台か駐車して
いるが「山菜取り」の車かもしれ
ない。車を駐車してゆっくり山支
度をして登山を始める。
初めは第一リフトの脇を登り
リフトの終点で一休みする。そこ
でリフト滑車の点検用の梯子が
かかっていた、スキー操業中なら
出来るはずもないけど無人なの
で皆で梯子を登り上から廻りを眺めてみると気持ちがいいもんだ。今度は第二リフトの脇を
登る。
やはり昔はスキー場だ。急登になっている。結構大変だ。でもそのリフトの終点からは案
外ゆるやかな登りだ。笹藪の道だが楽な登山道だ。そうこうしているうちに赤面山頂上に到
着だ。途中は三人の登山者と抜きつ抜かれつで、他は誰もいなかった。でも頂上には何組か
パーティーがいた。頂上到着も案外早く着いたので、だれかが「天気も良いしすぐ向こうに
見えるあの三本槍に行こうか」となって皆で話し合って、「まだ早いしそうしよう。」と言う
事になった。少しの休憩でそのまま三本槍岳に向かった。
ここからは花もいっぱい有るだろうと、予想して歩き出したが花は期待したほどは咲いて
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なかった。でも少しは咲いていた、でもあまり名前の知れない花が多い。皆で花の名を考え
てみたがはっきり答えは出ない。
赤面山から三本槍岳間は人気の山だけに登山者が多い。団体さんも多い。途中のすれ違い
も大変な所もある。そろそろ頂上近くになって大きな雪渓があった、そこを横切るのが大変
だ。滑らないように皆慎重に声を掛け合って何とか横切った。途中シャクナゲも少しは咲い
ていたがあまり見事ではなかった。そうこうしているうち頂上が見えた。頂上には登山者も
何組かいた。写真を撮ってもらい昼食をして少し休み下山に着いた。下山は又赤面山廻りで
下ると雪渓の廻りが危険だろうと言う事で、北温泉に直接下る組と赤面山廻りで車を移動す
る組に分かれようと言う事で、鈴木さんと山本さんが赤面山廻りで車を移動することにし、阿部
と出口さんが北温泉に直接降りる事にした。二組に分かれて降りる事にして、途中まで一緒に下
山し分岐点より二組に分かれて下山した。分かれて下り始めたがこちらもそう楽ではない、下り

始めてすぐから急な下り坂になっている、又道には急なため階段ではなく道が崩れないよう
に太い針金の金網が張ってある、これがまた歩きづらい。太い針金の為靴が滑りそうで怖い、
急な下り坂では針金の上を歩くと
なにか滑りそうなのである。結構慎
重に下りないと、やはり危険な下山
道である。でもさっきの分岐から約
二時間近くかかりようやく北温泉
が見えてきた、山側から川を渡り温
泉の脇に着くとプールのようなの
が見えた、そこには裸の子供が廻り
を歩いている。良く見るとそこは温
泉の露天風呂になっている。赤面山
組がまだ着かないので上の方にあ
る温泉の駐車場まで又１０分位歩いて駐車場まで行き近くの滝を見学しながら待つことにし
た。その後全員合流し温泉に入浴し休憩して帰路に就いた。
参加者の皆さんご苦労様でした、ありがとうございました。

奥多摩
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南

秋川水系

軍刀利沢
記：長田

一樹

＊日時：2017 年６月１７日
＊メンバー：Ｌ長田、会員外
土曜日に久々に休みが取れそうで、沢初めに何処に行こうかと考えていたのだが、初心者の沢
デビューに、土曜日日曜日とそれぞれ日帰りで行くことになったので、奥多摩と西丹沢から初心
者向けの沢をピックアップする。普通に行っても面白くないので下山に一工夫しようと考えてみ
た。

矢沢林道ヘ入る別れ道を見過ごして通り過ぎる(汗)無事Ｕターンして戻り、矢沢林道の落合橋に
着くが、三台停まっており満車なので道路脇に駐車する。
遡行準備してひたすら林道を歩く、本日のパートナーは、クライミングはしているが沢登りは初
心者なので歩きながら色々とレクチャーしていると、ほどなく入渓点へ（約 40 分程度）
あまり期待していなかったのですが、それなりに水量もあり水も綺麗で、緑も綺麗、奥多摩らし
い薄暗さも余り感じずに、梅雨の最中の晴れ間を楽しみながら遡行が出来ました。
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西丹沢

大滝沢

マスキ嵐沢

記：長田

一樹

＊日時：2017 年６月１８日
＊メンバー：Ｌ長田、会員外
日曜日は、西丹沢のマスキ嵐沢へ初級者二人を連れて沢登り
二人共、沢登りは 2 回程度でロープワークやツメに下山を勉強したいとの事だった。
何度か入っている地域だったので、良い機会なので地形図を持たずに入渓してみる事にしました。
駐車場に車を停めてスタート、林道を 20 分ほど歩くが奥の駐車スペースが空いていた事にショッ
クを受ける（汗）
気を取り直して、登山道をマスキ嵐沢入渓点迄ひたすら登る、1 人がヘルメットやらスパッツや
ら手袋を最初から付けていた為オーバーヒート状態になり、入渓前に小休止する事となる。事前
説明はしていたが、これ程汗かく人だと思わなかったのが間違いでした。
看板も有る分かり易い入渓点で、準備して入渓
小さい滝が何個か出てきますが二人共クライミング経験者な
ので足の置き方やフェルトの注意点を教えて、あとは好きに
登ってもらう、最初こそフェルトのグリップ力が判らず恐る
恐る登っていたが、ある程度判ってくると、普通に登ってい
るので頼もしい限りです。
F3 はちょっと高度感があるので念の為、ロープ出して確保す
る。つづく F4 もついでに確保して上がる。
簡単な滝ではどの程度で滑り出すのか、岩で滑りやすい箇所
は？を試してもらい実際に滑ってもらい体感してもらう。
最後の枯滝 10ｍは、Ⅳ級無い位なので折角だから皆でフリー
で登る事にする。
全員難無く登ってしまうのだが、やはり二人共、フリークラ
イミングと違い難しさはないが落ちられない緊張感はコチラ
の方が上だと言っていました。
ツメでは稜線にいる登山者に変な目を向けられましたが（遭難していると思われた？）気にせず
稜線へ辿り着き靴を履き替える。
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最近は、登山道を使い西丹沢自然教室に降りるルートが一般的なようだが、戻るのにバスを使う
事になるので、稜線を反対方向に行き、またもや仕事道で降りる事とする。稜線登山道をあるい
ていると、遡行図にあったトラバース道を発見してトラバース開始してしばらくすると道が崩壊
している、コンパスだけ当てて下山気味にトラバースを続けるが、どうにもシックリ来ないので、
GPS で確認してもらうが沢床と曇空のせいか補足不能なようで現在地が判断できなかったので登
り返す。を何度か繰り返したが思っていたより西方向（畦ヶ丸方面）へ行けていなかったのが敗
因でした。
稜線へ戻り、しばらく歩くと分岐の 1148ｍピークに辿り着き尾根を下降して大滝沢本流入渓点の
避難小屋脇に下山出来ました。
山北駅近くのさくらの湯で汗を流して、伊勢原のとんかつ麻釉でお腹を満たして帰りました。
GPS はあれば便利ですが、登山道やログが無い場合は、画面が小さ過ぎて現在地判別に手間取り
ます。また電波が入らない、電源が切れるとなると、どうにも出来ません。
コンパスと地形図で判断出来てから GPS を使うようにしないと GPS のみの山行は非常に危険だと
思いました。また地形図が無い状態での、一般登山道外での登山は非常に危険です。更に間違っ
ていると判断出来る心の余裕と戻る体力が無いと道迷いになるんだなぁと実感した山行でした。
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リハビリ山行
(本沢温泉、草津白根山、岩手山、八甲田山、八幡平)
山崎 寧子

山行場所：

本沢温泉

山行日 ：

2017 年 7 月 7 日

メンバー：

松田、星野、出口、山崎寧

歩行時間：

本沢温泉登山口→本沢温泉→本沢温泉登山口（４ｈ）

登山口までのあと 20 分というところから、悪路がはじまり、松田さんの４ｗｄでないと、
走行不能と思われた。出口さんの運転で蛇行するアップダウンの道を進むと、入り口ゲート
に到着。
ジェットコースターのような道に 4 人ではしゃぎながら、ハイキングの身支度を整えて、
樹林帯へと進む。途中クリンソウが密集地で喜び、硫黄岳がどかんと見え始めるといよいよ
到着、日本で一番高いところにある野天風呂という本沢温泉につかってまったりと楽しいハ
イキングとおしゃべりのリハビリ山行だった。
山行場所：

草津白根山 2171

山行日 ：

2017 年 7 月 11 日

メンバー：

山崎寧、会員外２名

歩行時間：

6 時間

ロープウェイ山頂駅→本白根山展望所→富貴原の池遊歩道入り口→富貴原の池→殺生河原
この時期の草津白根山は、こまくさの満開時。期待いっぱいで行った草津白根山はこまく
さどころではなく、アカモノ、オオカメノキ、コイワカガミ、ギョリンソウ、コケモモ、ツ
マトリソウ､ゴゼンタチバナなどなどきりがないくらい、咲き乱れ。
横に広がる大地を、ゆっくりとまったりと楽しみ、下山の富貴原の池遊歩道入り口からは、
適度なアップダウンと池塘を楽しんできました。さすが百名山といわれる山でした。
山行場所：

岩手山（中止）、八甲田山

山行日 ：

2017 年 8 月 1 日から４日

メンバー：

山崎寧、会員外 1 名

歩行時間：

6 時間、4 時間

1266 、八幡平 1613

酸ヶ湯温泉→大岳→酸ヶ湯温泉
八幡平登山口→茶臼岳→茶臼岳登山口→バス→八幡平登山口
あいにく体調不良で岩手山は断念。３日目に八甲田山、４日目に八幡平に行ってきました
八甲田山、八幡平ともに標高差はあまりなく、草原と池塘を楽しむハイキングでした。
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江戸散歩「両国界隈」
期

松浦

剛

日：２０１７年６月２２日

ルート：浅草橋～両国界隈
参加者：Ｌ，松浦、小野寺、山本、中島、阿部、小林いつ子、畑野仁美、兼堀恵美子、出口、
森花、黒澤、関口
散歩コースは総武線の浅草橋駅から両国橋に行き、隅田川を渡り両国に入る。この
地は小説家の芥川龍之介が育ったところで在り、先ず龍之介生育の地を訪問し、下記
の如く散歩を行った。
１、

芥川龍之介の生育地と文学碑見学：龍之介は子供時代、夏は隅田川で水泳を習い、そ
して毎日隅田川を見て暮らしていた。龍之介が卒業した小学校の脇には、芥川龍之介
文学碑が立っている。中学は錦糸町の三中（現両国高校）、一高、帝大（東大）と秀
才路線を歩む。高校時代まで体操部に入り、活発な青年であった。一高時代には友人
を連れて槍ヶ岳を登り「槍ヶ岳紀行」を書いている。漱石に認められ世に出るが、漱
石亡き後は不運であった。

本所松坂町「吉良上野介の屋敷」跡にて（現地名は両国）
２、

回向院の見学：相撲塚・鼠小僧次郎吉の墓・ペット供養塔あり。

３、

塩原太助屋敷跡；江戸時代に炭屋で大儲けした。塩原太助愛馬の別れは芝居で有名で
ある。炭屋で儲けて出世したので、芝居に取り入れられる。

４、

吉良上野介屋敷跡：赤穂義士討ち入りで有名な、本所松坂町の屋敷跡。屋敷跡は小さ
いが、首洗いの井戸や、上野介の像が在る。

５、

勝海舟生誕地：行く途中に相撲の高砂部屋がある。生誕地は公園になっており，勝海
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舟の歴史が描かれている。幕末の江戸無血開城を纏める。軍艦奉行時代の弟子に坂本
竜馬が居る。
６、

山岡鉄舟屋敷跡：現在は学校となっている。山岡鉄舟は勝海舟を助けて、徳川幕府代
表として、官軍側の西郷隆盛と談判し、江戸無血開城を成し遂げる。下谷禅生庵寺で
鉄舟の墓を見たが、剣と禅と書道の名人。明治時代は高潔な人柄を買われ、明治天皇
の側近もしていた。
勝海舟、山岡鉄舟、高橋泥舟（鉄舟の兄）を幕末三舟と云っている。

７、

北斎通りを歩き、北斎生誕地へ。

８、

野見宿禰神社参拝：野見宿禰は相撲の神様で在り、埴輪を発明した人物とされ、埴輪
を身代わりにして、天皇崩御の時に人が墓に入り殉死する事を防いだ功績在り。浅草
三社の神の一人、土師真中知はその子孫である。

９、

葛飾北斎生誕地公園と北斎美術館見学：生誕地は公園となり、「すみだ北斎美術館」
が建っている。美術館に入り常設館のみ見学する。３００円。

１０、 江川太郎左衛門屋敷跡：伊豆韮山の代官で、幕末の砲術研究家。韮山の反射炉で鉄を
溶かし、大砲を作った事で有名である。
１１、 江戸東京博物館と両国国技館の脇を通り過ぎて、旧安田庭園へ。
１２、 旧安田庭園見学：庭園には大きな池が在り、素晴らしい日本庭園である。
１３、 横網公園見学：公園内には日本庭園が在り「東京都戦災慰霊堂」がある。また関東大
震災や、太平洋戦争の戦災の「復興記念館」があり、これ等を見学する。
１４、横網公園を出ると、近くに地下鉄大江戸線「江戸東京博物館前駅」が在り、これに乗
って仲御徒町に行き、日比谷線に乗り替えて草加に帰還する。
以上
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利尻岳【1721m】， 礼文岳【4９0m】
記：染谷 智行
１． 日 程：２０１７／７／１（土）～７／４（火）
２．参加者：Ｌ．染谷智行， 石井美樹， 兼堀善和， 新島和子
大門京子， 森 律子， 森 花江， 鎌形瑞枝
３．コース
７/１(土) 草加 8：00 集合－羽田 10：30→11：10 発稚内空港 13：00－稚内港 14：00 散策
稚内港（ﾌｪﾘｰ 16：30）---利尻島 鴛泊港 18:20---宿（旅館大関）
７/２(日) 宿（旅館大関）5：00－利尻北麓野営場登山口 5：10－甘露泉水 5：21－４合目 6:00
―７合目 7：35―第２見晴台 8：15－—８合目長官山 8：33---避難小屋 9：00―――
９合目 9：35－沓形分岐 10：15－利尻岳頂上 10：46(1721m)
---避難小屋 12：05---長官山 12：25---利尻北麓野営場 15：15---宿
７/３(月) 早朝散歩 ペシ岬展望台---灯台（5：15～6：30）
宿 8：00－鴛泊港 9：20 発----礼文島 香深港 10：05 着 レンタカー手続き 10：30
---礼文岳登山口 10：55---頂上 13：30---下山 14：40
スコトン岬方面ドライブ---ホテル礼文 17：30
７/４(火) 早朝散歩 桃岩展望コース 5：40～6：50
宿 8：00---香深港 8：45 発---稚内港 10：40

タクシーにて稚内観光（3Hｒ）

稚内空港 15：30 発---羽田 17：25 着---バスにて新越谷
昨年の会員バスハイクの宴会の席で、来年１００名山の利尻岳と花の１００名山の礼文岳に行
く計画が沸騰し今回の実行となりました。個人的には元同僚が北海道の北の離島、礼文島出身と
いうことで思い入れがありました。
7/１ 草加駅２番ホーム８時に集合し羽田へ向かう。稚内へは、ＡＮＡ（２便/日）の早い方に
したが便の到着が遅れ４０分遅れの離陸となった。稚内空港から利尻島行きのフェリーの出港迄
時間があったので、海上自衛隊の多用途支援艦「すおう」９８０ｔが停泊しており乗艦でき見聞
を広めることが出来た。
（先の地震災害にも活躍したもよう）次に稚内開基百年記念塔の近くまで
散策する。
（墓地がたくさんあり火葬場？と
錯覚した）港に戻りフェリーの乗船手続き
後、利尻島 鴛泊港に向かう。天候は曇り
廻りの景色は全く見えず。
港に着く頃には小雨がパラついていたが
宿の迎えが来ていた。宿に着くなり風呂も
入らず夕食となる。海の幸がたくさんの御
馳走であった。
（かに、うに、いくら、ほた
て、なまこ．
．
．）
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７/２ ４時起床、宿の車で５時に登山口の利尻北麓野営場迄送ってもらう。小雨が降っており
上がりそうにない。合羽着用後、出発する。標高 270ｍ 日本百名水と言われている３合目、甘
露泉水を空のペットボトルに詰め登山道を行く。４合目「野鳥の森」390ｍ針葉樹の大木が多い。
５合目、610ｍダケカンバの中、悪路の中を進む。６合目、
「第一見晴らし台」と登って行くが視
界はきかず、カッパを脱ぎ傘に切替る人もいる。
（ゴアのカッパでも暑い） ７合目、
「胸突き八丁」
（895ｍ）ハイマツ帯を通過すると８合目、長官山
（1218ｍ）あたりに来ると頂上が現れてくるはず
が見えない。避難小屋に着くがガスの中である。
９合目（1410ｍ）辺りから足場が悪くなり沓形コ
ースとの合流部を過ぎるとさらに赤茶けた火山岩
のザレ場が続き痩せ尾根のいやらしい道だ。救い
は、高山植物が増えてきたこと。ｴｿﾞﾊｸｻﾝｲﾁｹﾞ、ﾊｸ
ｻﾝﾁﾄﾞﾘ、ﾐﾔﾏｱｽﾞﾏｷﾞｸ、ｲﾜﾍﾞﾝｹｲ、ﾁｼﾏﾌｳﾛ、ｲﾌﾞｷﾄﾗﾉｵ
等・・・。高山植物がみられ悪路を過ぎ、利尻山
山頂（北峰 1719ｍ）に立つことが出来た。
（南方
1721ｍへは、登頂・通行禁止）しかし視界はきか
ず、社の前で記念写真を撮り下山する。頂上直下
の沓形コース分岐迄は慎重に下る。登山口に戻り
悪路を歩いた靴の泥を洗い落しながら宿の迎えを
まった。離島の 100 名山の一座を登った充実感は
残った。
７/２ 早朝、宿の近くくのペシ岬を散策する。昨日下見をしてくれた律子さんが先頭で岬、会
津藩士の墓、灯台等見学する。利尻岳は、昨日から姿を見せてくれないが、朝食前の散歩は気分
爽快であった。
朝食後、フェリー乗り場迄送ってもらい、礼文島の香深港へ向かう。香深港では、レンタカー
を借りて、礼文岳登山口まで車 2 台で走る。礼文岳は、往復４Ｈｒ弱であり天候が良ければ島の
周囲が見渡せて気分良いことであったろうに？と残念であった。しかもこのルートは、高山植物、
花類が少なかった。ゴゼンタチバナはたくさん見られた。
下山後は、ドライブモードに切り替え、スコトン岬方面に向かう。宗谷岬が測量の結果、最北
端（弁天島）スコトン岬は、最北限と名乗るようになったそうである。駄目もとでレブンアツモ
リソウ群生地入口まで行ってみた。シーズンオフということで入口は閉ざされていました。
（５月
19 日～６月 16 日

８時３０分～17 時）北海道の天然記念物として保護されていた。１７時３０

分レンタカーを返却しホテル礼文にチェックインする。夕食時に今まで一度も姿を見せてくれな
かった利尻岳が全容を見せてくれた。食事も豪華であったがホテルの従業員の話では、１０日振
りとの事でした。ラッキーでした。
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７/４ 律子さんの機転で早朝、ガイドさん付きでホテルから桃岩展望台までマイクロバスを出
してくれるサービスに参加することができた。すがすがしい朝の空気、たくさんの高山植物の花
を見られ又、説明をうけることができ感激でした。花の礼文島を十分楽しむことができました。
朝食後、香深港からフェリーにて稚内港に戻ったが、帰り便までは、
時間があったので、ジャンボタクシーを貸し切り（３Ｈｒ）稚内観光ドライブとした。
ノシャップ岬、氷雪の門、九人の乙女の像、稚内港北防波堤ドーム、宗谷岬（日本最北端の地
の碑）、宗谷岬牧場で黒毛和牛の「ステーキ」を食し稚内空港から羽田便に乗る。
今回の山行は,山行中の天気には恵まれなかったが、十日振りの利尻岳の雄姿を愛でる事が出来、
礼文島でたくさんの花々が見られたこと、良い思い出となり、計画通り実行でき参加者の皆様大
変お疲れ様でした。お世話様でございました。
【参加者の皆様の感想】
記：兼堀善和
今年の最大イベントの一つ利尻山、ガスがかかっていて景
観何にもなし、雨でぬかるんで歩きづらく７合目からの胸突
き八丁の登り含め、高低差１５００ｍはきつかった。
三ヶ日目礼文岳から漸く利尻山が姿をあらわし感動、午後
から観光、最北端の地スコトン岬や、律ちゃんの機転で実現
した四日目朝の桃岩展望台花散策コースが凄かった、最終日
の稚内観光もよかった、美味しい物を沢山食べ、夕焼けに照らされた利尻山の素晴らしさ。本当
に来て良かった、すべてをお願いした染谷リーダー有難うございました。
記：大門京子
利尻岳登山は雨、曇りで良い景色には恵まれませんでしたが、礼文島からの夕日に染まった利
尻岳、天使の羽（雲)=初めて見ましたが、色々な形があるようですね。早朝の花ガイドの散策で
沢山の花と雲海に浮かぶ利尻岳に感動。早起きして良かったです。稚内のタクシー観光では最北
端の地、最北限の地（樺太まで見えた)、宗谷岬ウインドファームは北海道ならではの雄大さです。
牛さんごめんなさい美味しく頂きました。
思い出に残る山行を有難うございました。
記：石井美樹
平成 21 年 7 月に、利尻岳に登っている。この時は、全行程の 4 日間とも利尻岳は霧の中であ
った。今回は 2 度目のチャレンジである。礼文からの利尻は赤く夕焼けに染まり、美しさを極め
た、桃岩展望台では、花畑の中に利尻岳の雄姿を見せてもらった。
誘っていただいた仲間のおかげで、3 回目のチャレンジは不要となった。
記：鎌形瑞枝
１７年前と同じ７月２日に山頂に立つ事が出来ました。その場では忘れていましたが祠は当時
と同じでした。２日夕方の利尻岳は律子さんと２人だけだったけど、３日夕方から日没までの利
尻岳、翌日の飛行機まで、皆と一緒に見られ一生の思い出になりました。
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礼文アツモリソウ、ウスユキソウは次回の楽しみにしたいと思います。
染谷さんに感謝です。ありがとうございました。
記：新島和子
利尻岳・礼文岳の山行の計画の話が出たのは、確か昨年の会員バスハイクの宴会の席でのことでした。
このチャンスを逃すことはない、と 7 月 1～4 日の日程で実現することになりました。羽田から直行稚内へ。
フェリーに乗り継ぎ利尻島へ。想像以上に遠い・・民宿大関に到着したのは夜の 7 時近く。
利尻岳こそ小雨交じりでしたが、すべての行程においてとてもラッキー続きでストレスなく楽しい四日間
でした。リーダー染谷さん、他メンバーの皆さまの運の強さを感じました。本当にありがとうございました。
北海道の雄大さと北限という土地の厳しさを感じることができました。
追伸 あれほど美味いウニは食べたことがない！そして 2 度と食べることはないでしょう！
記：森 花江
海上に浮かぶ利尻岳は、雨の登山だった。何も見えない中、ひたすら歩いた。１０時頃雨はやみ、展望
を期待したが、残念だった。百名水甘露泉水は美味しかった。森の中では、赤ゲラが巣から顔を出し、私
たちを楽しませてくれた。
礼文島では、赤利尻、樺太まで望めて、素晴らしい山行でした。リーダーの染谷さん、メンバーの皆さ
ん、本当にありがとうございました。

最北端 （宗谷岬）
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日光・高山
記
山行日

２０１７年７月

山行者

Ｌ下川、浅井（祐）、山崎（正）
、渋谷、小林（い）

コース

草加５：２０－駐車場８：１０－高山山頂９：５０－駐車場１：３０

下川

賀也

１１日

男体山の計画が、高山へ。草加を出る時は、曇り空。戦場ヶ原は快晴。最高の登山日和。
志津小屋の道は途中通行止めなので、林道歩きも有りかなと思い行くと、かなりかかりそう
なので、中止しました。
高山は花も展望もないが、林の尾根道はそよ風が湖の方から吹き、汗もかかないくらい快
適に山頂へ！
誰もいないし時間はあるので、丸太に座り食事をしながらのＧ５カイギ？たっぷり 1 時間
以上の話し合いをして、下山。所々ロープの張られた道を下り、小田代が原へ。鳥の声を聞
き、花々を見ながらゆっくり駐車場へ。
お風呂は金谷ホテルでお世話になりました。
参加いただいた皆さん、ありがとうございました。
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尾瀬東電小屋＆八溝山行
山（1103ｍ）
■日時

山本

理郎

平成 29 年 7 月 12 日（水）～14 日（金）

■メンバー

L=小野寺、小宮、阿部、和田、黒沢、鈴木里子、千葉（退会者）、山本、

■コース

1 日目＝草加松原 5：30……東北道西那須野ＩＣ……御池 9：30……燧裏林
道……東電小屋 15：30
2 日目＝東電小屋 6：30……見晴らし……沼尻……沼山峠 12：50……Ｐ社那
須保養所……泊
3 日目＝Ｐ社保養所 9：30……八溝山登山口……山頂……矢板……草加

昨年の小宮さんに続き、今年は黒沢さんの傘寿（80 歳）のお祝いということで、本人の希
望もあり尾瀬東電小屋までの山歩きと、併せて退会した千葉さんの送別の意味も含めた山行
となった。メンバー8 人の平均年齢は 75.1 歳と
いう高齢者である。東電小屋を選んだ理由の一
つが御池からの往復が登山道の高低差が一番少
ないという理由があった。メンバーは全員が体
の何処かに故障を抱えて、医者と無縁なメンバ
ーは誰一人としていないとういう、山歩きに取
りつかれたジジババ達である。

裏燧林道コー

スは湿原のようなワタスゲの原が何か所もあり
心が和む風景であった。出会う人もほとんどない静かなコースであり、今回はパスしたが、
三条の滝を立ち寄ると良いコースなると思う。途中 30 分位、猛烈な雷雨に会うが、15 時 30
分には予定通り小屋に到着。一風呂浴びての生ビールは極楽であった。二日目は尾瀬沼経由、
沼山峠、御池コースに変更する。理由は同じ道を戻りたくないのと峠越えの道もいとわない
高齢メンバーの元気な姿だった。弥四郎小屋では地元の保育園児が集団で入山していたのに
は驚きであった。聞きそびれたが昨日の雷雨はどうしのいだのかな？
御池からはパナソニックの那須リゾートに直行。那須牛の焼肉を味わい、温泉とカラオケ
三昧でしばし宴会気分。三日目は茨城県の八溝山に
寄り道登山をしてみた。あまり馴染みのない山だが
1022ｍの標高があり、太平洋、富士が望め、板東 33
カ所の札所（日輪寺）として有名らしい。山頂まで
車道が通じているが、8 合目から旧登山道を歩いてみ
た。よく手入れされた杉林が続き、それなりに深山
の趣がある山だった。山頂近くの休み場で、小宮さ
ん差し入れのスイカを美味しく食し涼を摂った。
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大台ケ原山（1695m）・大峰山（1915m）
１．日程

Ｈ２９年７月１５日 AM1:30～７月１７日 PM8:00

２．メンバー Ｌ兼堀善和、新島、大門、澁谷、森律子、兼堀恵美子
一日目
「日本屈指の豪雨の山」の立看板
大台ケ原では１年間に平均 4800ｍｍの降雨量、台風シーズンは特に多く１日 1000ｍｍ以上降っ
たという、昭和３０年代伊勢湾台風では、たくさんの樹林が倒れ、それを搬出した事で林床が乾
燥化し、苔類が大幅に減少した。
ササを主食とするニホンジカの増加もあり、下層植生が食べられたりと複合的な要因によって
その森が姿を変えた。
「苔むす森を再び」を合言葉にさまざまな取り組みが行われているようです。
登山口を入ると、トウヒ・ウラジロモミの樹林の中を進みます。日出ヶ岳に近づくと、視界が
広がり、ミヤコザザ・五葉ツツジの中、木道が整備されています、やはり乾燥化が進んでいるこ
とを感じます。正木ヶ原を過ぎると深い森、山々の重なりを体いっぱいに感じる山行きでした。
宿泊した入乃波温泉鳩湯は源泉かけ流し、淡黄褐色のお湯、明るい女将さんとあつあつの鮎の
塩焼きに満足しました。
長時間の運転していただいた兼堀さん、森律子さんありがとうございました、ご苦労様でした。

記：渋谷
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久美子

二日目
明るくなりはじめた朝霧の中宿を出て登山口を目指す。途中夜間通行止めの為ゲートがしまっ
て通れず、たまたま次に来た車の後をついて迂回して行った。トンネル西口の駐車場には予定の
１時間遅れて着く。
登山口から最初１時間急登が続く、奥駈道出合迄石や岩も多く、崩れた坂道もあり気をつけて
登っていく。木立の中で直射日光は少し避けられるがとても暑い、水分を取りながらゆっくりで
す。さらに弁天の森を過ぎ聖宝の宿跡までは少しなだらかになる、その時前からホラ貝を持った
男性に会い、リクエストすると１曲吹いてもらえるというサプライズに皆拍手でお礼する。弥山
小屋手前の急坂登ると屋根が見えすぐに小屋に着く、多くの人が小屋の周りで休んでいました、
山頂はすぐ目の前で２～３分の所にある。ここでリーダーが山道の運転疲れと寝不足なのか体調
不良で辛そうです、澁谷さんと二人でここで休んで八経ヶ岳へは残りのメンバーで往復する事に
なりました。
弥山から少し下り鞍部の所から柵で保護された「オオヤマレンゲ」の花が時期を迎え
綺麗に咲いていました。
｛オオヤマレンゲ＝モクレン科モクレン属 純白で５～７cm の花で梅雨の時期を選んで咲
き、大峰では７月に入ってから見頃 国の天然記念物｝
花を見ながら登り八経ヶ岳頂上に着く、頂上からは四方山並が連なり山深い所だと思わせる、
弥山小屋に戻るとリーダーはすっかり元気、皆で少し休んで下山に向かう。下山はいつも登って
きた事を感心する程長く飽きてくる、駐車場には２時過ぎに着く。
今日の宿である伊勢志摩のホテルに急ぐ、ホテルの近くで食料を調達して部屋で皆と
カンパイをして夕食にする、女性が多くにぎやかな宴である。
三日目
二見ヶ浦の婦天岩と伊勢神宮へ参拝
する。名物の赤福をお土産に買い素敵な
観光もできました。
帰りの東名は事故渋滞で、長時間の運
転お疲れ様でした。
皆さん３日間ご一緒有難うございま
した。
記：大門 京子
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白馬岳
記：畑野 順二
◆山行日：2017 年 7 月 21 日（金）～23 日（日）
◆山行者：L 畑野順・四宮・平野・畑野仁
◆7 月 21 日
猿倉 6：15-白馬尻 7：35-避難小屋 12：05-白馬テント場 13：15
7/15-17 で計画していました。天気が悪く 7/21-23 に延期しました。延期し、関東甲信地方の梅
雨は 7/19 に明けましたが、天気予報はもう一歩です。四宮さんから「天気が良くなることにかけ
たい」と連絡があり、平野さんは来週に
は参加できないとのことで、悩みに悩ん
で天気が良くなることを信じて出発しま
した。
猿倉から歩き出し車道から見る白馬岳
は、残念ながら雲のなかです。白馬尻を
過ぎ大雪渓をアイゼンをつけて歩いてい
ると雲が流れ天狗菱が見えてきました。
大雪渓・小雪渓を過ぎると白馬テント
場まではもう少しで、花を見ながらノン
ビリ歩きます。でも、最後の階段は、つ
らかったです。
テント場の横は、お花畑でウルプソウなど沢山の花を見る事が出来ました。夕方近くになり、
やっと雲が流れ白馬岳が現れました。
◆7 月 22 日
白馬テント場 6：20-白馬岳 7：10-三
国境 8：25-小蓮華山-白馬大池 11：30
朝、起きると強風と一面の霧でなに
も見えません。今日はどうなるやら。
朝食後、出発準備をしていたら霧が
流れ天気がよくなりました。
白馬岳へ出発です。昨日は見えなかっ
た鑓ヶ岳も見えて、白馬山荘で杓子
岳・鑓ヶ岳をバックに記念写真を撮り
白馬岳まで歩きました。
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白馬岳からは、剱岳か
ら槍ヶ岳の 稜線が見え
感動です。三国境までの
稜線にも花 が沢山咲い
ていて、今日は白馬大池
までなので ノンビリ歩
きます。
小 蓮 華 山付 近 から の
白馬岳が見 えて大満足
です。
少し歩いては、何度も
何度も写真 を撮ってい
ました。
白馬大池では、期待していたハクサンコザクラを見る事ができました。
◆7 月 23 日
白馬大池 5：55-乗鞍岳？天狗原 8：00-栂池ロープ
ウエイ乗場 9：15
昨日、
白馬大池山荘の天
気予報を見ると、曇り時々
雨で早めに出発すること
にしました。
テント撤収の時は、
雨はま
だふってなく、歩き始め
20 分すると本降りになり
ました。久々の雨の中を歩
くことになりました。
無事に雪渓・天狗平の岩
場を下り栂池ロープウエイ乗場まで歩くことができました。
栂池からは、タクシーで八方駐車場まで移動して、温泉で 3 日間の汗をながして家に帰ります。
四宮さんの「天気が良くなることにかけたい」を信じて出かけ、21・22 日は天気が良くなり、
白馬岳の素晴らしい風景と沢山の花に感動し大満足の山行が出来ました。
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筑波山
■ 日

程 Ｈ29.7.29（土）

■ 場

所 筑波山

記：小林いつ子

■ メンバー Ｌ山本・小野寺・阿部・小林い
■

歩

車 ―6：30 筑波神社登山口―白蛇弁天ー弁慶七戻り―10：10 女体山
程 阿部○

御幸ヶ原でブランチーケーブル添いコース下山―12：15 筑波神社
天候不順で日光の女峰山が変更になり、お助け筑波山！！「いつもお世話様です」
下山してお風呂をいただき、帰りの道の駅で、ローズポークで遅めのランチに舌鼓を打って帰る
頃、大粒の雨に降られるまで、ご機嫌のお天気だった。
夏休み・週末という最悪の条件なので、早朝 4：00 阿部車が、山本・小野寺・いつ子と
メンバーを乗せながらの出発であった。早く出たお陰で筑波山は静かで涼しい！出船入船辺りか
ら山百合が咲いていた。期待通り女体山山頂にも美しく咲いていた。この時期は他の花が少ない
ので大振りな山百合は特に素晴らしい！！
帰りは、御幸ヶ原からケーブルに沿って降りた。
こちらのコースはやけに階段が多く、
登って来る人たちもウンザリ顔だ。
そして、この時間はもう人が多い。
12 過ぎには下山できた。
やはり早出が勝ち！山百合もゆっくり楽しんだ
し、ベンチにも人を気にすることなく
座ることが出来た。
山本リーダーの素早い行先変更と
早くから、迎えに来てくれた阿部さんに感謝します。ありがとうございました。

見
入
っ
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う
。
に
わ
か
鉄
ち
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ん
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鹿島槍ヶ岳(2889ｍ)～五竜岳(2814ｍ)縦走
（長野県大町市・富山県宇奈月町・長野県白馬村）
記：山口 敏雄
【ﾒﾝﾊﾞｰ】Ｌ.山﨑 正夫、山口 敏雄
【日 程】2017(平成 29).7.23(日)～26(水)
7/23(日)草加駅 5:25→北千住駅→西日暮里駅→新宿駅→バスタ新宿(高速バス)6:35→信濃大
町駅(路線バス)→扇沢 12:00～柏原新道入口 12:30～種池山荘 17:23 (歩程 4:53)
7/24(月)種池山荘 6:15～爺ヶ岳南峰 7:14～冷池山荘 9:00～布引山 11:40～鹿島槍ヶ岳南峰
12:16～吊尾根 13:20(北峰･八峰キレット分岐)～16:17 キレット小屋
(歩程 10:02)
7/25(火)キレット小屋 6:20～口ノ沢のコル 8:30～北尾根の頭 9:16～五竜岳頂上への分岐～
五竜岳山頂 13:00～五竜山荘 14:30 (歩程 8:10)
7/26(水)五竜山荘 7:10～白岳三角点 7:29～遠見尾根鎖場～西遠見山 9:39～雪渓～大遠見山
10:11～中遠見山 10:54～二ﾉ背髪～一ﾉ背髪～地蔵の頭～アルプス平高山植物園
12:46

( 歩 程 5:36)

～白馬五竜テレキャビン～ エスカルプラザ (入浴 ･ 昼

食)15:15 シャトルバス→白馬五竜バス停 15:27→信濃大町駅→ バスタ新宿 20:03
→往路を経て→草加駅
【経 費】交通費 高速バス(新宿～信濃大町駅往復)＝7,600 円
路線バス(信濃大町駅～扇沢)＝1,000 円
高速バス(白馬五竜～信濃大町駅)＝650 円
白馬五竜ﾃﾚｷｬﾋﾞﾝ(下り)＝1,000 円

バス小計
合計

9,250 円
10,250 円

山小屋(1 泊 2 食) 種池山荘＝9,500 円
キレット小屋＝9,800 円
五竜山荘＝9,500 円
風呂

合計 28,800 円
650 円

竜神の湯＝650 円
総合計

39,700 円

鹿島槍ヶ岳・五竜岳縦走は、私にとって過去に白馬岳まで行きながら悪天候により断念した因
縁の山々である。
今回も３日間は強風雨の中での登山となり、楽しみにしていた立山・剣連峰の大展望は得られ
ず、これまで経験したことのないハードな山行であった。
又、今年は残雪が多く、あちこちに雪渓の渡渉があり、早春のショウジョウバカマの群落やら、
チングルマ、ゴゼンタチバナ、アオノツガザクラ等、数十種の高山植物に癒され稜線ではハクサ
ンシャクナゲのオンパレードであった。
中でも、遠見尾根終点の白馬五竜高山植物園では、日本の高山植物のほとんどの花々が咲き誇
っており、特にロックガーデンのスイスアルプス・ヒマラヤエリアでは、憧れのヒマラヤの青い
ケシ（＝ブルーポピー）
、エーデルワイス等々の花々に接することが出来、大感動のフィナーレと
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なった。
【コース概況】
7/23(日) 柏原新道～種池山荘 １１２０ｍ の登り
扇沢で路線バスを降り、柏原新道登山口まで車道を歩き１２時３０分に登山開始。晴天時には
八ヶ岳が見えるという八ツ見ベンチ、ケルン、水平道、包優岬、ガラ場、富士見坂、鉄砲坂の案
内板に導かれながら、途中２カ所の沢では雪渓を渡り、漸く雨に煙る種池山荘が見え始めると、
一面のチングルマ、キンポウゲ、コバイケイソウのお花畑であった。
柏原新道は非常に良く整備されており登りやすいコースで感謝・感謝！！
しかし、雨の中での久し振りに１０ｋｇ超の重荷を背負っての山行は老体にコタえ、標準コー
スタイム１時間超であった。
7/24(月)前半

種池山荘～爺ヶ岳南峰～冷池山荘～布引山～鹿島槍ヶ岳南峰

今日はキレット小屋までコースタイム９時間のコースであり、雨天とはいえ楽勝ムードの出発
であった。爺ヶ岳南峰までは２１０ｍの登りで１時間を要し、順調な出だしであったが、南峰を
過ぎると風雨が強くなり、厳しい状態になってきた。中峰、北峰を巻き、赤岩尾根分岐の先から
シラビソの森となり冷池山荘に到着し小休止。
山荘から１５分でテント場を過ぎ、雪渓を
越すとハイマツの中にハクサンシャクナゲ
の花が美しい。大輪のキヌガサソウを見て遭
難慰霊碑を過ぎるとますます風雨が強くな
り、１１時過ぎに布引山に到着。
さらに１時間余りで鹿島槍ヶ岳南峰
(2889m)に到着するも何も見えず。
誰もいない山頂で写真を撮っていると、北
峰方面から単独行者が到着し、山﨑氏と二人
で記念写真を撮ってもらった。
種池山荘から高低差は４３９ｍであるが、
爺ヶ岳から赤岩尾根分岐までの１７２ｍの
下りと風雨を加味して６時間を要した登りであった。
7/24(月)後半

鹿島槍ヶ岳南峰～吊尾根～北峰分岐

～八峰キレット～キレット小屋
鹿島槍ヶ岳南峰では雨風が強く昼食どころではな
く、すぐに北峰に向かったが、出だしは岩場の急下
降で難渋する。何とか北峰分岐まで着くが、北峰は
遙か上空に霞んでおり、残念ながらこの天候では登
頂は断念せざるを得なかった。
分岐から八峰キレット方面への下りは鎖が欲しい
ような岩場の連続で、強風の合間を縫っての下降で
肝を冷やす箇所が続いた。
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名高い八峰キレットの絶壁は、足元と鎖に集中していた為、恐怖感は無かったが、キレット小
屋が見えた時は正直言ってホッとした。
種池山荘からキレット小屋までコースタ
イム７時間３０分のところ１０時間を要し
たが、無事に小屋に着くことが出来た。
岩尾根の狭間に立った天空のキレット小
屋に泊まることは長年の夢であり、
１２人余りの宿泊客のみで、占有スペースは
十分であり、ハンバーグの夕食も美味しく満
足した。
7/25(火)

キレット小屋～口ノ沢のコル～

北尾根の頭～五竜岳～五竜山荘
塩シャケ，玉子焼き、海苔、梅干しの定番の朝食後、６時２０分に雨のキレット小屋を出発す
ると、いきなりの岩壁のトラバース。
岩場を上がって、下って、また、上
がる途中で雷鳥に遭遇、登山道を５０
ｍ程先導してくれる。２４１６ｍの最
低鞍部である口ノ沢のコルを過ぎると
またしても雷鳥が道案内、心安らぐ一
時である。
２５５０ｍの北尾根の頭、赤抜を過
ぎ、鎖場の連続のアップダウン。
突然、山﨑さんから濡れそぼった靴
下交換の為の休憩申込みがあり、風雨
を避ける場所のない岩場で暫しの待機
中に寒さに震えながら行動食を摂るも
熱い物が欲しい。
遙か彼方の雲の中に五竜岳と思われる山頂が霞む中、Ｇ５，Ｇ４の岩場を過ぎ、１３時に五竜
岳山頂に至るも、山﨑さんが前回は日本海まで見
えたという絶景は見えずに白一色。
五竜山荘への道はＧ２，Ｇ０の岩場を過ぎ、１
４時３０分山荘着。
キレット小屋からは８時間１０分を要した。
山荘入口横には武田家の五龍菱のデザインが
掲示されており印象に残る山小屋である。
宿泊部屋は４人部屋であったが、大阪の会社員
の方で東京出張の返りに唐松岳、五竜岳登山に来
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た人と一緒になった。
7/26(水)

五竜山荘～白岳～西・大・中遠見山～アルプ

ス平
縦走４日目の朝は雨も上がり間近に五竜岳を望むこ
とが出来、ゆっくりとして７時２０分に山荘を出発。す
ぐに唐松岳方面分岐を過ぎ白岳山頂に至るも何の標示
も無い。少し下った所に三角点があり、北方遠く右から
高妻山、乙妻山、少し離れて妙高、火打、焼山のシルエ
ットが雲海の上に浮かび上がり、未登の百名山として目
に焼き付けた。
鎖場を５カ所通過し、西遠見山・大遠見山・中遠見山
を過ぎ、小雨の中、展望を得られずに小遠見山頂は巻道
にて通過し、二ﾉ背髪、一ﾉ背髪を過ぎ１６７６ｍの地蔵
の頭に到着。
晴れておれば、西に白馬乗鞍岳から小蓮華、白馬三山、唐松、五竜へ連なる山々、北は
雨飾から焼、火打、妙高、高妻・乙妻、戸隠、飯縄、苗場、さらには草津白根、四阿、浅間、南
に甲武信、金峰、八ヶ岳連峰、甲斐駒、仙
丈の南アルプスの大展望が得られるという。
是非見たいものだ。ゴンドラ駅を過ぎて、
アルプス平の天空の花園を下ると、様々な
高山植物の花が咲き乱れ、正に百花繚乱。
日本では見ることが出来ないヒマラヤの
青いケシ（＝ブルーポピー）や、本場スイ
スアルプスのエーデルワイスに感動。
白馬五竜テレキャビンにて、とおみ駅に降
り、エスカルプラザの中の竜神の湯に
て入浴。
レストランにて生ビールにスペシャル
蕎麦定食。無料シャトルバスにて神城駅手前
の白馬五竜バス停へ。白馬八方始発新宿行き
高速バスに１５時２７分乗車。途中３回のト
イレ休憩後、２０時過ぎに新宿駅(南口)バス
ターミナルに到着。
今回は残念ながら山頂からの展望は得ら
れなかったが、秋の紅葉の晴天の頃、唐松岳
から逆コースを辿ってみたいものである。
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飯

豊

山

(2１０5ｍ) （福島県喜多方市）
記：山﨑 正夫

【ﾒﾝﾊﾞｰ】Ｌ.山﨑 正夫、下川 賀也、兼堀

善和(車提供)

【日 程】2017(平成 29).8.5(土)～7(月)
8/5(土) 5:30 獨協大学前駅西口－外環－東北自動車道－郡山 JC－磐越自動車道車－磐梯河
東 IC－10:00 福島県喜多方市－13:06 山都地区－川入集落＝15:30 民宿:高見台
8/6(日) 5:00 民宿:高見台－5:20 林道入口～5:30 下南沢登山口～7:20 横峰小屋跡～8:20 地蔵
山分岐～9:35 三国小屋(1644m)～11:22 種蒔山(1791m)～11:30 切合(ｷﾘｱﾜｾ)小屋
(1790m)～14:00 本山小屋(2102m)～14:40 飯豊山山頂～15:00 本山小屋
8/7(月) 3:30 起床･4:30 朝食･飯豊山山頂･5:30 本山小屋～7:20 切合小屋～種蒔山～9:30 三国
岳～10:20 地蔵山分岐～11:00 横峰小屋跡～12:25 下南沢登山口～12:45 駐車場 13:00
－往路を草加に戻る
【経 費】交通費 高速道路･外環＝11,690 円(310＋4,600＋6,470＋310)
ガソリン代＝5,840 円

車代＝5,000 円

合計＝22,530 円÷3 人＝7,510 円

宿泊費 民宿:高見台(2 食)＝7,500 円/人
本山小屋(2 食)＝7,000 円/人

合計

22,010 円/人

8/5(土)
山歩きの基地となる民宿に行くだけの移動日。喜多方の蔵の里(市内の色々な蔵を移築して公園
にしている)や国登録有形文化財の旧甲斐家蔵住宅を見学。
昼食は今回で３回目となる「まこと食堂」
。私の
２回目以降、阿部首相が食べに来たようで、写真と
色紙が飾ってある。
登山口に一番近い風情のあるＪＲ山都駅を確認
して、川入集落にある民宿高見台に投宿。
川入集落は集落の様子から報道によく出てくる
限界集落のように感じられる。
客は夫婦１組、単独行の男子２組、手伝い兼ボラ
ンティア(歩荷･登山道の草刈払い)の女性１人の計
８人。
民宿の御主人と兼堀さんが車を明日の下山口の
下南沢登山口の近くの駐車場に駐めに行く。

8/6(日)
4:30 に朝食を摂り、民宿の御主人がトヨタ・ラン
ドクルーザーで下南沢登山口に近い林道入口まで送ってくれる。林道入口には、車用にここは登
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山道ではないので、進入禁止との表示が止め綱
に吊されている。これまでは、車で登山口まで
入って色々問題が起こっていたとのこと。今は、
ここから歩いて下南沢登山口に向かう。登山口
からは、かなり無理をして新道を作ったような
急な登りとなる。２時間近く歩いて、漸く、従
前の登山道である御沢野営場からの道と合流
する。好天と標高が低いことで、非常に暑い。
それぞれ１.５リットルの水を詰めているが、
消費が早い。幸い地蔵山分岐の手前の登山道脇
に峰秀水の水場が有り、水を飲み、補給する。この先は、樹林の無い剣ヶ峰の岩稜が続く。意外
と高度感のある岩稜である。登る人達で渋滞している中、兼堀さんが軽やかな歩調で通過して行
く。２度の岩稜を越えると、三国小屋に着く。その手
前にも水場がある。本日のような蒸し暑い天候の日は
頼りがいのある水場だ。ここからは種蒔山を経て歩き
やすい平坦な道を進み、切合小屋に着く。小屋の隣に
水場がある。切合小屋から２時間３０分掛けて、草覆
塚、御秘所(ｵﾋｿ)を経て、漸く本山小屋(受け取った「清
掃管理協力金領収書」によると、正式には飯豊連峰飯
豊山避難小屋と呼ぶらしい)に到着。道中、合計３リッ
トルの水を飲む。用意した水の倍の水を飲んだことに
なるので、途中の水場が無ければ、大変なことになっ
ていたことだろう。特徴のある管理人の渡辺さんの指
示で、机を挟んで椅子に座り、面接尋問みたいな受付
をし、注意事項を聞き、宿泊料を支払う。１階の奥の
場所を割り当てられ、荷物を置く。同行の２人は一歩
も動きたくないという風情で、小屋に居るとのこと。
一人で飯豊山頂に向う。幸い雲も一時的に晴れ、写真を撮る。暫くして、昨夜の宿で一緒であっ
た御夫婦がやって来たので、お互いに写真を取り合う。小屋に戻る。小屋備え付けの２リットル
のペットボトルを持って水場まで水を汲みに
行かなければならない。同行の２人はやはり小
屋に居るから、ついでに、水を汲んできてくれ
と言う。２本の２リットルのペットボトルを下
げて、テント場を通り、急坂を降りて水場に向
かう。
「来た。」という鋭い女性の声に驚く。水場
ではテント泊の男女１組が水浴びをしている。
暫く待ち、さらに降りて水を汲む。
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漸く水を携えて小屋に戻る。レトルトカレーの夕食だ。本日は私の誕生日で、誕生日を山の中
で迎えるのは初めてだ。お祝いに渡辺氏と缶ビール・焼酎大ジョッキの組み合わせで乾杯した。
8/7(月)
３時３０分に起床し、４時３０分に
レトルトの中華丼の朝食、兼堀さんが
飯豊山山頂に向かう。５時３０分に本
山小屋を出発。景色を楽しみながら、
昨日通った道を戻る。二つの小屋を過
ぎて、剣ヶ峰の岩稜を前にして、下川
さんの「この岩稜は兼堀さんが先頭を
行き、足場の指示をしてくれ」という
願いで、兼堀さんを先頭に進む。とこ
ろが、岩稜は行きとはかなり違う感じ
で、それほどのこともなく過ぎる。
その後の長い下りを汗をかきながら
歩く。登山口、林道入口を過ぎ、車の通らない立派な車道を駐車場まで歩く。着替えをして、一
路草加に向かう。
同行いただいた兼堀さんには行きも帰りも全て運転していただきありがとうございました。
下川さんには計画段階から種々御指導をいただきありがとうございました。
また、山口氏のお話しによると、飯豊本山の神社の所有権をめぐり、米沢藩と会津藩で争いが
あり、さらに明治時代の廃藩置県で、一時奥宮が新潟県に編入されたが、麓宮のある一ノ木村(現・
喜多方市の一部)が反発、内務省裁定により飯豊山までの参詣道は一ノ木村の土地となった。その
結果、三国岳から御秘所、御前坂に至る４ｋｍは幅わずか３尺(９１ｃｍ)、それに続く飯豊山頂を
経て御西岳の西の御西小屋までの山道は、三国岳から合計７．５ｋｍ。細長く福島県の土地とな
っているとのこと。不自然な県境はこのような事情で、地図にもその通りの線が引かれていまし
た。
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赤城山（黒檜山、駒ケ岳）会山行
記：松井多喜雄
＊山行日
＊メンバー

２０１７年８月１１日（山の日）
Ｌ松井、澁谷、廣瀬、新庄、鈴木（廣）、関口、宋、森（花）、木原、
鎌田（敬称略）

＊コース

獨協大学前駅西口～外環道～美女木ＪＫＣ～Ｒ１７～コンビニ休憩～
前橋市内～車がやっとの峠道～ビジターセンター～駒ケ岳入口～赤城神社～黒
檜山入口～猫岩～黒檜山頂上（昼食）～三叉路分岐～駒ケ岳（休憩）～駒ケ岳
入口～ビジターセンターに無事到着（１５：００）

今日は天気が心配でしたが、晴れ男を信じて「赤城山」会山行を決行しました。
例会にて、会山行を発表して直ぐ、澁谷さん、廣瀬さんから参加申し込みを受け、帰りが
けに新庄さんから参加申し込みがありました。関口さんから、検討するから計画書を下さい
と言われ、心配していた会山行「赤城山」に陽がさして来た心境でした。しかし、女性の皆
さんからの申し込みだけで、うれしい気持ちとチョット不安な気持ちになりました。
それでも、年齢も近く、以前の山行で同行した鈴木廣さんに声をかけたら、快く参加の返
事を頂きました。その後、関口さんからも参加の返事があり、車１台で行く予定でした。
８月の第一例会にて、宋さん、森花さん、木原さん、鎌田さんからも参加申し込みを頂き、
うれしい悲鳴と責任を痛感いたしました。１台で乗り切れなくなり、宋さんが車を出してく
れることになり、２台での「赤城山」会山行となりました。
８月１１日は山の日でもあり、迷いもなく当日を迎えて、獨協大学前駅西口に５：３０に
出発しました。当初は、高速で行く予定でしたが、一般道に切り替えました。Ｒ１７を選択
して、これが正解でした。連休中にもかかわらず、渋滞なしで群馬県に入りました。
赤城は山だけでなく、家族でドライブにも行った場所でもあり、道路的には不安は有りま
せんでしたが、いつもの赤城道路に出られず、廣さんの提案で赤城神社に設定して走り、山
道の有る赤城神社が見えて来ました。再度、ナビ設定して何とか大沼が見えるビジターセン
ターに到着しました。途中で宋さんの車に連絡を入れたら、やはり山道を走ったようで、大
差なく到着しました。
（９：４０、１０：００）身支度をして、ビジターセンターを出発して、
１０分程で駒ケ岳入口を通過して、大沼にかかる赤い橋を渡りますが、沼の鯉に宋さんが恋
してしまい、しばらく見つめ合っておりました。その後、赤城神社にて、登山の無事と交通
安全、参加の皆さんの健康を祈願しました。
（１０：２０、１０：３０）１０分程で黒檜山登
山口（１０：４０、１０：４５）登山口から樹林帯があり、急な登りになるが、岩の露出し
た尾根道になり、視界が開けた場所もあり、地蔵岳や大沼が見えてくる。猫岩（１１：０５）
あたりから傾斜がきつくなるが、宋さん、鎌田さんと話をしながら、頑張りました。途中で
展望が開ける場所や広い場所で休憩を３回ほどして三叉路を左へ行き、黒檜山頂上です。
（昼
食１２：３０、１３：１０）本来ならば、１８０度の展望で、東には皇海山、袈裟丸山、さ
らに日光男体山。北に尾瀬の燧岳、至仏山。やや左手に上州武尊山、谷川連峰など、条件が
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良ければ、南に富士山を望むことも出来ます。今回は残念ですが、ガスっており展望は望め
ませんでした。登山中の雨が降らなかったので、
「良」としましょう。また来る理由が出来ま
した。
黒檜山頂上にて、昼食を４０分程とりましたので、一旦尾根を下り、駒ケ岳を目指しまし
た。晴れ間も出てきて、展望も良くなり、地蔵岳、長七郎山、小沼も見えたので、写真を撮
りました。女性の皆さんは、健脚揃いなので安心ですが、自分は膝が時々痛くなり、皆さん
に付いていくのが大変ですが、宋さん、鎌田さんがゆっくり歩いてくれたので、何とか急坂
を下り、駒ケ岳の鞍部に着く。そこから駒ケ岳までは再び登りとなり、黒檜山からは５０分
チョットかかりましたが、駒ケ岳頂上です。記念写真と、休憩して下山を開始しましたが、
途中から膝が痛くなりました。宋さんが楽なコース取りをしてくれましたが、途中から鉄の
階段となり、膝の痛みにはかなり堪えました。しかし、宋さんが手すりにつかまって、バッ
クで下りたら、と言ってくださり、手すりに掴まりながらバックで下山しました。
宋さんには、下山のサポートをして頂き、感謝申し上げます。参加者の皆さんの協力を頂
き、無事に１５時に駒ケ岳登山口に下山しました。そこから１０分程で、ビジターセンター
です。お手洗い、荷物整理して、お風呂「ふるさと館」に向かいました。ここで汗を流して、
女性の皆さんは隣の道の駅にて農産物を購入して、関越道の前橋ＩＣより高速に乗り、草加
に向かいました。連休中でしたが、車は順調に走り、途中ＳＡにて休憩して、２０時１５分
に草加松原に無事戻りました。
参加を頂いたベテラン女子の皆さん、ありがとうございました。比較的新しい、廣瀬さん、
宋さん、鎌田さんありがとうございました。皆さんのご協力を頂き無事に会山行が出来まし
た。感謝申し上げます。ありがとうございました。（松井）
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栂海新道縦走(発雷警報の為、白馬岳から下山)
記:殿塚

洋一

◇山行日:2017 年 8 月 10 日～12 日
◇メンバー:L 殿塚洋一、山口祐史、鎌形瑞枝、森律子
◇行

程

8/10 獨協大学駅集合場所出発 21:50～外環道～関越道～上信越自動車道～国道 19 号線～
猿倉山荘駐車場 8/12 4:00 頃到着
8/11 猿倉山荘駐車場発 7:20～白馬尻小屋 8:40～岩室 11:08～白馬岳頂上宿舎 13:10(幕営)
8/12 白馬岳頂上宿舎 6:36～白馬岳山頂 7:01～白馬岳頂上宿舎 7:28～岩室 8:48～白馬尻小
屋 11:00～猿倉山荘駐車場 11:50～国道 19 号～上信越自動車道～関越道～草加駅前
18:50 解散
◇記

録

8 月 10 日

草加から猿倉へ

お盆の連休前夜の混雑と思われる渋滞の中、関越自動車道を一路白馬山麓の猿倉山荘を目
指す。集合直後に降り出した強い雨のため運転し辛かったが、上信越道の八風山トンネルを
抜け佐久市に入った所では雨も止んでおり、東と西の天気の違いを見たようであった。
8 月 11 日

白馬岳山頂へ

午前４時頃、白馬山麓の猿倉山荘駐車場に到着。仮眠用に用意していた 4 人用テントで就
寝。午前 6 時すぎに出発準備を整え、7:20 に猿倉山荘を出発。天気は薄曇りなので気温は高
くないが、や湿気の多い朝である。林道を 50 分ほど歩き、樹林帯を抜けて白馬尻小屋に到着。
更に樹林帯を 10 分登った所が雪渓の取付きとなっているので、ここでアイゼンを装着して
雪渓を歩き始める。雪渓にクラックの入っている場所では、土道に上がるなどしながら約 1
時間 30 分掛けて白馬大雪渓を超える。その後は急な斜面と橋による沢越えをして、お花畑避
難小屋に到着。ここの上部はみごとなお花畑で、たくさんの花が咲き乱れている。
この頃になると、それまで覆われていたガスも切れて、お花畑の周りの岩肌、白馬岳頂上
宿舎、白馬山頂などもはっきりと見え、北アルプスらしい雄大な景色を見ることができた。
白馬岳頂上宿舎に到着後、一旦テント組と小屋組に別れたが、その後レストランにてビー
ルを飲みながらの山談義となった。
8 月 12 日

発雷警報のため下山

テント組は午前 4 時 30 分に起床。6 時に白馬岳頂上宿舎に集合し、小屋常駐のアドバイザ
ーから付近に雷雲が発生しており、注意が必要とのアドバイスを受ける。全員で協議した結
果、計画を中止して猿倉へ下山する事に決定。かなり強い雨の中ではあったが下山を開始。
途中 3 回ほど雷鳴を聞き避難小屋で雷をやり過ごすなどしながら猿倉へ無事下山。
◇感想
栂海新道縦走は 3 年越しの計画なので、ルートの完歩を楽しみにしていましたが、生憎の
発雷警報で中断となりました。もちろん雷に打たれて黒焦げになるのは御免なので、下山は
やむを得なかったと思います。いずれリベンジをしたいと思いますが、今回はいつも以上に
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荷物の重さを感じ、体力の衰えを痛感したので、次回は小屋泊まり装備で荷物の軽量化を図
り、この長丁場のルートに臨みたいと思います。

白馬山頂にて

白馬岳

大雪渓
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蝶ヶ岳～槍ヶ岳～南岳
記：畑野 順二
◆山行日：2017 年 8 月 11 日（金）～15 日（火）
◆山行者：L 畑野順
◆8 月 11 日
上高地 6：20-徳沢 8：00-長摒山 11：40-蝶が岳 12：40
草加を 1：30 ごろ出発した。すでに高速道路は渋滞している。予定通り駐車場につくか不安に
なるが、無事に沢渡についた。
上高地にバスで移動すると、こんなに沢山の登山者を見るのは初めてだ。テント泊の重たい荷
物を背負って、ほぼコースタイムで蝶ヶ岳につく。明日の予定は、常念小屋までだが、大天井岳
まで頑張ろう。日の入り前に雲が流れ槍ヶ岳を見えて良かった。
◆8 月 12 日
蝶ヶ岳 4：55-常念岳 9：20-常念小屋 10：20-大天井岳 14：30
今日は、大天井岳までのコースタイム 8 時間 40 分なので、早く出発した。槍・穂高岳の展望が
すばらしい稜線歩きだが、残念ながら槍・穂高岳は雲の中だ。
常念小屋で昼食と小屋に入ると 11 時からとのことで水だけを買って歩き始める。常念岳からの
下りの疲れが残っていて東天井岳の登りがつらく、一瞬常念小屋に引き返すことも考えましたが、
なんとか大天井岳まで歩くことが出来た。大天荘では、昼食の営業時間が終わっていて、今日は
昼食抜きです。
まだ、テントの数は少なく良い場所にテントを張ることができた。どんどんテントの数が増え
て、夕方近くにきた登山者は、こんな場所にと思う所にテントを張るしかない。槍ヶ岳山荘のテ
ント場は、10～11 時には満杯で小屋に泊まったと聞いたので、明日は殺生ヒュッテに計画を変更
した。
◆8 月 13 日
大天井岳 5：00-大天井ヒュッテ 5：45-ヒュッテ西岳 8：05-水俣乗越 9：10-ヒュッテ大槍 11：10殺生ヒュッテ 11：30
殺生ヒュッテでテントが張れるか心配で、今日も早く出発した。
やっと晴れて槍ヶ岳を見ながら歩くことができた。ヒュッテ西岳から東鎌尾根のハシゴ・クサ
リ場は辛く慎重に歩き、やっとのことでヒ
ュッテ大槍につく。
殺生ヒュッテにつくのが早く小屋に近
く良い場所にテントを張る。
殺生ヒュッテからの槍ヶ岳展望は素晴
らしい。槍ヶ岳山荘に泊まらず良かったで
す。飽きることなく槍ヶ岳を見て半日過ご
しました。
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やっぱりテントの数がどん
どん増えてきます。広いテント
場なので小屋から遠い場所に
夕方近くになったらテントを
張っていました。

◆8 月 14 日
殺生ヒュッテ 5：30-槍ヶ岳山荘 6：10-槍ヶ岳 7：25-槍ヶ岳山荘 7：50-南岳小屋 10：40
まだ、暗い中ライトをつけて槍ヶ岳に向かう登山者が沢山歩いています。
今日は、南岳までなので少し遅めの出発です。
槍ヶ岳山荘から槍ヶ岳を見ると沢山の登山者が登っていて大渋滞です。カメラだけを持って山
頂に向かいました。渋滞でなかなか前にすすめず、風が出てきて寒いです。危険な場所以外は山
頂を目指す登山者が待っています。ヘルメットは約 2/3 ぐらいの登山者が着用しています。山荘
から 1 時間 15 分かかって、やっと槍ヶ岳山頂につきました。
山荘に戻ってきたら、すでにテントの申込みを済ませた登山者がいました。話をすると 3 時に
三俣？を出発されたそうです。
南岳に向かう途中から霧が出てきました。南岳小屋につくころには一面の霧の中で一度も北穂
高岳が現れず残念です。
昼食は、売り切れでカップラーメンしかなく昼食抜きです。
南岳からの北穂高の写真はよく見ますので、山岳写真を撮る登山者には人気があります。槍ヶ
岳・穂高岳に比べると登山者は少なく、今までと違ってテント場は余裕です。
◆8 月 15 日
南岳小屋 5：00-氷河公園分岐 5：25-天狗池 7：00-天狗原分岐 7：35-横尾 10：25-上高地 12：45
南岳で連泊しても良いが、一日待っても天気が良くなるかわからないので下山します。
上高地までのコースタイムは 8 時間 30 分なので、明るくなったらすぐに出発です。氷河公園分岐
からの登山道はクサリ・ハシゴが連続しまうので、慎重に一歩ずつ歩きます。もちろん天狗池か
らは槍ヶ岳は見えず残念です。
天狗原分岐まで下ってくると一安心です。なだらかな槍沢の横の登山道を下って行きます。
徳沢で昼食と思い徳沢園に入ると座る所がなく沢山の人が待っていて、今日も昼食抜きになり上
高地まで帰りました。
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北岳（白根御池テント泊）2017.8.13～14
記

四宮

慎太郎

次は南アルプスと思っていたが、仕事の都合と天候不順でなかなか日程が決まらず、計画を出
す間もなかったが、以前から登りたいと思っていた北岳に行くことにした。
一人なので電車・バス利用、始発電車でも甲府発 9:00 のバス、登り始めが 11:00 すぎになる。
広河原から肩の小屋まではコースタイム約 5 時間半、テント装備であることも考え、白根御池小
屋のテント場に泊まることにしたが、これが結果的に正解だった。登り始めて 30 分弱、分岐を尾
根側に進み、樹林帯を登る。登山道は木の根が多く、けっこう急登なので歩きにくい。
14:00 にテント場に到着、静かでいい雰囲気だ。早速受付を済ませ（テント場利用料 500 円！）
テントを設営した。ここの小屋の売りは水が豊富で、南アルプスの天然水が飲み放題なこと。
（な
んとトイレも水洗だった）
ビールを飲んで、早い夕食を食べると早々に眠りについた。
翌朝、4:45 にテント場を出発、
夜半にはポツポツとテントの屋根に雨が落ちる音がしていたが、
あがったようだ。ヘッデンをつけて草すべりを登り始める。30 分も登ったろうか、明るくなって
きた空の向こうに鳳凰三山が見える。そして登り始めて約 1 時間、初めて北岳と対面だ。バット
レスが格好いい。
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小太郎尾根に着くと甲斐駒ケ岳と雲海に浮かぶ八ヶ岳だ。そして東には富士山が、標高 1 位と
2 位の共演だ。
思いのほか快調なペース、肩の小屋をスルーして岩場に入る。子供もスイスイ登っているが一人
なので、マーキングを確認しながら慎重に・・・

そして 7:50、北岳山頂に到着！甘めとはいえコースタイムの 8 掛け、我ながら上出来だ。迎え
てくれたのは 360 度の展望、不順な天候が続く今年の夏、ラッキーだ。
（肩の小屋に降りるころに
はガスが登ってきたので、ベストのタイミングだった）
下山もテント場までは順調、
「この分だと、予定している 14:00 のバスには余裕だな」とテント
を撤収し、小屋でカレーを食べた。
登ってきた樹林帯を降りはじめると、木の根と濡れた土が滑りやすい、何度も腰を落としなが
ら下るとテント装備の重さがこたえてきた。休憩の回数が増え、ペースが落ちる。気づけばバス
の時間が近づいている。
腿の筋肉が限界だが、なんとかバスには乗りたい。最後には小走りになってなんとか間に合った。
最後はまだまだ修行が足りないと反省させられたが、来年は白峰三山縦走だなと思うのだった。
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巻 機 山（１９６７ｍ）
記：兼堀 善和

１、日程

Ｈ２９年８月１９日～２０日

２．メンバー

Ｌ兼堀善和、山口敏雄、新島、森花江

３．コース

１９日

獨協大学前駅 11:00～関越湯沢ＩＣ経由
清水山の宿

２０日

14:00 上田屋食堂～15:00

雲天

宿 4:00～4:25 桜坂駐車場 4:35～4:50 三合目～5:42 五合目～6:30
六合目～7:47 八合目～8:10 前巻機山～8:55 御機屋～9:05 最高地点
～9:20 御機屋 9:43～10:12 前巻機山～11:20 六合目～12:00 五合目
～12:50 三合目駐車場

去年、八海山とセットで巻機山計画したが、巻機山は雨で中止した為、リベンジで８月計
画した。天気予報雨確率４０％の中なんとか雨に降られずに完歩できた。
友人から巻機山麓の清水名物「山菜だらけ蕎麦」を教えてもらった上田屋食堂に１４時に
着いた、蕎麦とご対面山菜の味付けも良く、すごく美味しかった・・・
当日は去年と同じ雲天泊、庄屋の家屋を移築した趣がある素晴らしい宿・・・
翌日、桜坂駐車場から登山開始、最初からかなりの急登ゆっくり登って行く、五合目まで
は見晴らしもなく、唯々暑い汗だくになりながら水分補給はしっかりと、取りながら登った。
五合目過ぎると山並みの素晴らしい眺めと、涼しい風、助かった。六合目からは更に急登で
木製階段が長く始まったが、前巻機山まで漸くたどり着く、ここから１時間かけて最高地点
に石だけ積まれたのみで、標識も三角点もなし写真撮って、１０分ほど下り、巻機山の標識
ある場所で食事とり、美味しい梨で水分補給して下山開始した。
下りの方がきつかったが、予定時間より１時間早くリベンジ完歩できた。
参加頂いたメンバーの方々、有難うございました。
追記
車の席が空いてることと、
「雲天」に泊まっ
てみたいと言うことで澁谷久美子、兼堀恵
美子が便乗させて頂きました。巻機山組が
４時に出発したのに対し、私達は９時３０分
から地元の「威守松山」に登って来ました。
約３時間位でしたが、急登、ロープありで
立派な（？）登山ができました。山頂も
３６０度の眺望で良かったですよ(^^♪
私達の我儘を受け入れてくれた４人の皆さ
ん有難うございました。
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御岳山（れんげしょうま）929ｍ
記：鎌形

瑞枝

日時：2017 年 8 月 20 日
メンバー:L.鎌形、畑野（仁）、芳野、尾崎、古庄
コース：南越谷 6：17―6：57 西国分寺 7：03―7：09 立川 7：15―8：06 御嶽―
バス―清滝―ケーブルカー―御嶽平
8:40 御岳平・・9:40 御岳神社・・天狗岩・・綾広の滝・・天狗の腰掛杉・・御岳神
社・・12：10 滝本駅・・12:45 御嶽駅
毎日雨が続くが、前日の予報で傘マークが取れ、傘を持って決行。
予定より早く御岳平に着く。バスもケーブルも最盛期と比べると人が少ない。案の定、
れんげしょうまの咲き具合はまだまだでした。翌週でも大丈夫そう。それでもカメラマンが
そこそこいて、じっくり狙っていました。花のしずくを狙うカメラマンも。
良さげな花を探しつつ、階段状の散策路を登
る。そこは安産社。文字のごとく安産祈願のお
社。安産杉、夫婦杉等樹齢の高い名木あり。神
大ケヤキ、商店街を抜け武蔵御嶽山神社へ。階
段脇、境内にたくさん花を付けたれんげしょう
まが。山頂の石柱があり、証拠写真を撮っても
らいました。以前は気が付かなかった。
天狗岩で休憩。登っている人がいる。雨で岩
が濡れて滑りそうなのでパス。苔むしたロック
ガーデンを歩く。下界とは温度差があり、涼
しく快適でした。安定した石を何回も渡り、
綾広の滝へ。桂の名木あり。大岳山への分岐
から天狗の腰掛杉へ。来た道を御岳平へ戻り
ました。今回はれんげしょうまが目的で雨が
心配でしたが、時間に余裕があれば、名木め
ぐり（10 か所）や、日の出山経由、つるつる
温泉に浸かってバスで帰る等、色々楽しいコ
ースが発見できました。古庄さんの提案で、
立川から南武線で府中本町へ。武蔵野線で座って帰るを体験。またまた古庄さんの提案でい
ちげんと言う居酒屋で打ち上げが出来ました。初参加の古庄さん、皆様参加ありがとうござ
いました。
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大 朝 日 岳

(１8７０ｍ) （山形県大江町・朝日町・小国町）
記：大門 京子

【ﾒﾝﾊﾞｰ】Ｌ.山﨑 正夫、大門 京子、下川

賀也、澁谷 久美子、和田 勇(車提供)

【日 程】2017(平成 29).8.23(水)～25(金)
8/23(水) 6:00 獨協大学前駅西口－外環－東北自動車道－村田 JCT－山形自動
車道－山形 JCT―寒河江 IC―慈恩寺－陣屋･板蕎麦－寒河江八幡宮－
左沢(ｱﾃﾗｻﾞﾜ)駅－駐車場～15:40 古寺鉱泉朝陽館
8/24(木) 5:15 古寺鉱泉朝陽館～6:50 一服清水(1140m)～7:00 ハナヌキ峰分岐(1160m)～7:40
三沢清水(1300m)～8:12 古寺山(1501m)～小朝日岳巻
道～10:05 銀玉水(1680m)～10:40 大朝日小屋～11:15 大朝日岳～11:26 大朝日小
屋～銀玉水～小朝日岳巻道～古寺山～三沢清水～
ハナヌキ峰分岐～一服清水～古寺鉱泉朝陽館～15:30 駐車場－16:4
柳川温泉(泊)
8/25(金) 8:45 柳川温泉－蔵王温泉―地蔵尊－蔵王･御釜－熊野岳－白石 IC－－東北自動車
道－外環－18:45 獨協大学前駅西口
【経 費】交通費 高速道路･外環＝16,350 円(310＋8,170＋750＋6,810＋310)
ガソリン代＝11,720 円

車代＝5,000 円

合計＝33,070 円

コンロガス代＝1,200 円 以上の共通費計＝34,270 円÷5 人＝6,854 円
山小屋用食料(２食分)＝440 円/人
宿泊費 古寺鉱泉朝陽館(1 泊 2 食)＝8,640 円/人
柳川温泉(素泊まり)＝4,115 円/人

合計

19,609 円/人

8/24(木) 山行報告
今日は曇り後雨の予報だが、朝からポツリ……。山小屋泊まりの予定を止めてピストンするこ
とに変更。雨の為、行かないという会員もいたが、リーダーが行くというので私も行くことにし
た。宿の他の単独行の二人のお客さんも５時に出かけて行った。
５時１５分に合羽を着て出発するも直ぐに暑くなり、雨も止んできたので脱ぐ。夏の花も殆ど
終わり、わずかに咲いている花を見つけながら登っていく。
その内、雨が降ったり止んだりを繰り返し、古寺山からのパノラマも遠くの山が薄く見える程
度。
小朝日山手前辺りから本降りの雨になってき
た。
「銀玉水」の水場ではたまたま雨も止み、水を
補給して一休みする。大朝日小屋まで ４０分。
今日は靴の中までも水が入りびしょびしょです。
手入れが良いのか、小屋の回りは青や黄色の花
が咲き乱れ、お花畑状態です。
小屋へ荷物を置き、大朝日山頂まで行ってくる。

大朝日岳山頂
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山頂からはもちろん何も見えません。雨風も強く痛い程体に吹きつけてきます。小屋の管理人さ
んはとても親切な方で、冷えた体にストーブを
貸してもらえ、軽食を摂り、下山の支度をする。
下山道は降った雨であっという間に川状態
です。
靴の中も既に濡れてしまっており、今更水の
入る心配をしないでよいので、滑らないように
注意する。駐車場で他の３人が待っていると思
うと、真剣に、黙々と下る。
水の流れる中を歩いての下りだったので、少
し遅くなったが無事下山することができ、一安
心です。
大変親切でお世話になった古寺鉱泉の宿の御主人に声を掛け、駐車場に着く。
雨の中、下山を心配して待っていてくれた仲間の人達には大変申し訳ありませんでした。
びしょ濡れの靴と服を脱いで一息つけました。
今日は近くで泊まることになり、地元の大江町の柳川温泉に泊まれるそうだ。町で運営してい
る自炊基本の宿泊施設で広い。調理室と洗濯機を自由に使ってよろしいとのことで、大変助かり
ました。他に泊まる人もなくゆったり使用できました。
温泉もかけ流しで、源泉の温度も熱く良い温泉でした。
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編集後記
初めての編集で、わからないことだらけでしたが、たくさんの方々に教えていただきなが
ら、何とかここまでたどり着きました。お忙しい中、原稿を執筆してくださった皆様、大変
ありがとうございました。
この夏、
『レスキュー最前線

長野県警察山岳遭難救助隊』
（長野県警察山岳遭難救助隊編）

を読みました。その中に、
『山が好きな人たちにはどんどん山に来て楽しんでもらいたい（中
略）ただし、そこにある危険を人ごととしてではなく自分のこととして考えてそれに対応で
きるだけの体力や技術を備えてほしい。』とありました。いろいろな人の支えがあって、楽し
い山行ができることを忘れずに、体力・技術を身に付けて、これからも山を満喫していきた
いなあと思いました。

（村上

0

綾）

1

