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コール
記：大門 京子

山の会に入会してもう？まだ？9 年目で、平均年齢の位置です。
入会当初は例会で山行計画が出ても何処にあるどういう山？自分にも行ける山？
とわからない事ばかりで、手を上げられずにいました。
残雪の燕岳は頂上から見るアルプスの峰々に、あそこにいきたいと思った瞬間です。
35 周年の道志の山、街道歩き、岩トレ、花の山旅と参加も増え、高い山にも誘ってもらい経
験を積み現在も挑戦進行形です。
中高年の山の事故も度々あり、子供にも「もう十分いい歳なんだから」と念をおして注意され
ます。
山に関しても未知の事も多いのですが、一緒に友と山歩きを楽しみたいし、行ってみたい山は山
程あります。

良かったらお願い～
「私を山に連れてって！！」
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新入会員の紹介
宮澤 明音（10 月入会）
（みやざわ あかね）です。
初めて事務局山口さんにご連絡したのは 3 月、入会までに半年も経過してしまいました。
10 年ほど前に縄文杉を見るために屋久島に行ったのが初めての登山でした。
当時神奈川に住んでいたので丹沢の山に登り、仕事で東北に滞在している間は東北の山に
登っていました。
テント泊にも興味があるのですが、重い荷物を背負って歩く自信がないというわがまま者です。
スノーシューにも興味があるので機会があればぜひ参加させてください。
最後に、明音という名前は父が名付けてくれた大好きな名前です。ぜひ名前で呼んでください！

奥村 一江（11 月入会）
奥村と申します。
山登りを始めたのは数年前に写真を習い始めたことがきっかけです。最初の頃は単独で夏に数
回、人が少ない場所で綺麗な花の写真を撮ることを目的に日帰りで登っていました。そのうち山
登りと昔バックパッカーをしていた頃との間に共通点が多いことに気づき、それからは山登りそ
のものも面白いと思うようになり、様々な山を季節毎に見てみたい、泊りにもチャレンジしたい、
麓の町も歩きたいなどやりたいことが色々増えて今に至っています。
しかし一人では登山の知識や技術の習得に限界を感じていました。そうした中「草加山の会」
を知り入会した次第です。山ではカメラをぶら下げているかと思いますが、怪しい者ではありま
せんので気軽にお声掛け頂ければ幸いです。
仕事は土日休みで、まずは日帰り登山から初めて徐々にレベルアップを目指すべく、とにかく
行けるところには行こう！という意気込みでおります。
初心者のため、ご指導頂くことも多々あるかと思いますが今後ともよろしくお願い申し上げます。

色んな山にチャレンジしてくださいね！！
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心に残る山行
記 長田 一樹

心に残る山行をと言われて、思い出してみたのですが、選びきれなかったので順に書いてみます。
① 鳳凰三山日帰り縦走（山の会入会前です。）
厄年を過ぎて登山を始め、一緒に登る人が居ないので、最初から独学で単独登山をしていて 4 回目で
した。前回の山行で金峰山と瑞牆山両方併せて日帰り出来たので、夜叉神峠から入り白鳳峠から降り
て広河原に降りるルートを調べてみる。
コースタイムで調べると無理そう...ネットで調べるとやって
いる人達も居る、しかしかなり軽量化している様子で悩みましたが、日帰り出来るか？不安になり、
テント泊装備で水と食料を削って行こうと決める。結果、地蔵岳を過ぎた辺りから想定時間をオーバ
ーします。しかも水は残り 200cc、小屋に買いに行くと一時間はロスするので、何処かに水場が在る
かもと云う甘い考えと、9 月だし下りなら水は不要と判断したのが間違いでした。白鳳峠から足許が
覚束ない、下りなのに時間が短縮出来ないのに最終バスの時間もあると考えると更に焦り喉が乾く、
熱中症で攣った足を騙し騙しストックを頼りに何とか降り、人気の無いスーパー林道上に屯する猿達
を威嚇しながら歩き、道路脇の湧き水？を飲んでようやく最終バスの無い広河原に辿り着く事が出来
て最終乗り合いタクシーに間に合い無事日帰り出来ました。
経験・体力不足、自惚れ、根拠の無い自信は禁物と思ったのですが、後日又思い知らされます。
② 前穂北尾根（草加山の会）
草加山の会に入って 2 年目の秋、クライミングを始めて少し経った頃に行きました。マルチピッチク
ライミングもどきを、やり出してイケるか？どうか？実力的には解らない山行でしたが、直前の南ア
甲斐駒～鋸岳に行っても余裕があったので、勝さんの誘いに甘えてしまった山行です。体力はありま
したので経験は無くても装備と事前の下調べでどうにかなると思っていました。自分の実力以上の所
に行けばテンションは上がります。当時は経験不足ですから、その感情をコントロールする術などは
知りませんでした。
結果、自分の凄く簡単なミスで声を掛けてくれた勝さんに迷惑を掛けてしまいました。この山行と次
の山行が、今の自分の山行に関する考えの基本となっています。
③ 厳冬期塩見岳（草加山の会）
前穂北尾根で懲りて、経験を積んで、もっとクライミングやロープワークにレスキューを勉強しよう
と思い、直ぐに他の山岳会に所属して少し覚え始めた頃です。冬靴を慣らしに行かないと駄目なのに
クライミングが楽しくなっていて疎かにしたり、年明け早々で仕事が忙しく風邪気味だったにも関わ
らず前泊のテントで沢山お酒を飲んだりと事前準備の出来ないダメな登山者の見本でした。結果、一
日目で右足頸骨腓骨骨折。何とかメンバーに支えられて下山して草加に戻り手術。ボルト 5 本ステー2
本が入り 5 月迄は山に行けませんでした。同年 11 月下旬に手術して撤去しています。
メンバーに多大な迷惑をかけましたが、メンバーへの感謝の気持ちが此処で本当に解りました。
経験・体力不足、自惚れ、根拠の無い自信は自分だけでなく周りをも危険に巻き込みます。
3

④ 西伊豆雲見崎烏帽子山 直上裏参道ルート（他山岳会）
入院中はベッドの上、リハビリ中は自宅で、レスキューロープワーク・天気・読図・クライミング技
術等を調べて勉強し、復帰後に憂さを晴らすように色々と行きました。フリーにマルチの各岩場、谷
川岳一ノ倉沢南陵、北岳バットレス等の本チャンに、厳冬期の赤岳主稜、石尊稜等の冬山バリエーシ
ョン、残雪期北アルプスの雪稜、八ヶ岳や二子山のマルチピッチクライミング、小川山のマルチピッ
チクラッククライミング、伊豆のクラッククライミング、南アルプスの泊まりの沢、秩父の凍った滝
を登って遡上するアイスクライミング、頸城山塊での山スキー等々書き切れません。縦走は槍ヶ岳の
北鎌尾根と木曽駒くらいで、山の会からも遠ざかっていました。16 歳も下で自分より登れるパートナ
ーが出来て、2 人で行って無い所にチャレンジをして様々な場所に行き経験を積んでいたので、互い
のロープワークとクライミングに不安は無く声が届か無い場所でも、ロープの感覚を頼りに互いに
黙々とマルチピッチクライミングの作業を進められる状態になっていました。
直上裏参道ルートは残置支点が無く、自分達で支点を構築しながら登るナチュラルプロテクションの
マルチピッチクライミングです。海抜 0ｍからの登攀、海沿いの断崖絶壁です！終了点も残置支点も
無いのでルートは不明、自分達で判断しないと登れません。貸し切りで蒼い海を観て蒼い空を仰ぎな
がらの登攀は本当に気持ち良かったです。自分でセットするプロテクション、更に潮風で脆い岩場と
判らないルートに、嫌という程アドレナリンが出る感覚を味わえたクライミングでした。しかし三連
休最初の二日で木曽駒を登った後に、道具を取りに一度自宅に戻り、西伊豆まで夜通し走ってからの
連休最終日のクライミングは、下調べ不足と寝不足と疲労による判断ミスでルートロス、更に脆い岩
場に入ってしまい焦りましたが何とか頂上の参道に辿り着いて終えました。自分としては登山後にも
体力が残っていて若いパートナーの行きたいと云う気持ちに応えられたのが嬉しい山行でした。後日
無事に完登しています。
＊雲見崎直上裏参道ルートは、初級者を連れての登攀で死亡事故があり、神社と警察からの要請によ
り現在は雲見崎自体が登攀禁止になっています。
甘い考えや稚拙な行動は自分だけでなく、パートナー・メンバー・会員に迷惑を掛け、時には命を危

険に晒させます。更に事故を起こせばクライミング(登攀)や登山への風当たりが強くなり、今ま
で登れていた所が登攀・登山禁止にもなります。
こうして見ると心に残こる山行は失敗ばかりのようですが、初めての冬のバリエーションルート
でさえ、連れて行く登山は余裕を見ますし、連れて行って貰った山行は全力を出し切っていたと
しても楽しかったという思いだけで、やはり心に残るとまでは言えません。自分達の力量限界の
所へ自分達で行く山行が心に残るようです。
信頼出来る人達と、少しだけ無理な計画を立てて目標に向かい準備をして、現場で色々な要素を
絡め判断してリスクテイクをしながら登る事は、苦しいけども楽しく色々と得る物があり自分だ
けでなく一緒に行動した全員が何かしら成長すると思っています。キツイ山行は正直もう良いか
な？とも思いますが、いまだに攀っているのは、どこかで心に残る山行を求めているからかもし
れません。
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平成２９(2017)年９月～11 月山行実績
山
行

日 程

山 岳 名

リーダー

参

リーダー部・機関紙部
加

者

個

9/1～4

燕岳～槍ヶ岳 鎌形

新島、大門

個

9/2

女峰山

山本

小林(い)、出口、殿塚

個

9/2～3

南アルプス
小仙丈沢

長田

鈴木(勝)、沼田、会員外 1 名

個

9/3

富士山

山口（裕）

会員外

個

9/6～9

禿岳・三石山
新庄
七時雨山

澁谷、兼堀(恵)、木原、松田、下川、杉山

個

9/7

秩父・大若沢 山崎（寧）

会員外 2 名

個

9/9～10

越後駒ヶ岳

鈴木（勝）

山本、兼堀(善)、小林(い)、染谷、森(律)、森(花)

会

9/11～13

大島三原山

杉山

個

9/19～20

鳳凰三山

山﨑（寧）

下川、浅井(祐)、兼堀(恵)、澁谷、木原、山崎(正)
鎌形、和田、松田、中島
会員外 1 名

個

9/21～23

奥穂高岳

畑野（順）

兼堀(善)、四宮、新島

個

9/23～24

奥又白池

山口（裕）

会員外

会

9/29

日光白根山

和田

餓鬼岳

鈴木（勝）

松浦、森(律)、会員外 1 名

奥日光
地図読

山口（裕）

会員外

個

個

9/30
～10/1
9/30
～10/1

山本、澁谷、下川、宋、木原、芳野、森(花)
小林(い)

兼堀(善)、澁谷、山崎(正)、染谷、江崎、殿塚、

10/1

皆野アルプス 芳野

10/1

太刀岡山
左岸稜

長田

会員外 3 名

個

10/4～5

苗場山

新庄

平野、大門、松田

個

10/7～9

火打山

森（律）

兼堀(善)、山口(敏)、畑野(順)

10/8 夜
～10

徳本峠
霞沢岳

殿塚

鎌形・宮澤

会

10/8

金時山

井口

鈴木(廣)、青木・古庄、尾崎、畑野(仁)

個

10/8～9

山口（裕）

会員外

個

10/9～10

甲斐駒ヶ岳
鋸岳
一切経山
安達太良山

山崎（正）

新島、下川、森(花)、平野、澁谷

個

10/12

北奥仙丈ケ岳 山崎（寧）

会員外 3 名

リ

10/14

県岳連研修会 沼田

山崎(寧)、山口(裕)、会員外

会
個

個

関口、今泉
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畑野(順)、森(律)、出口・・・・実行委員
10/14
会

～15

石井(美)、下川、杉山、張替、小林(真)、新島

飯縄山
戸隠神社
四宮
会員バス
ハイク

江崎、浅井(昭)、鈴木(勝)、山本、和田、平野
大門、兼堀(恵)、染谷、小林(い)、松浦、山崎(正)）
、
澁谷、鎌形、松井、浅井(祐)、木原、八並
畑野(仁)、兼堀(善)、森(花)

10/16

岩手山

山崎（寧）

会員外 2 名

黒部
下ノ廊下

鈴木（勝）

森(律)、松浦

雲取山

鎌形

森(花)、出口、会員外 1 名

10/31

西沢渓谷

兼堀（恵）

下川、澁谷、中島、平野、畑野(仁)、松田
阿部、小野寺

11/3

王城山

鈴木（廣）

井口、出口

会

11/3

黒斑山
高峰山

小林（い）

大門、殿塚、八並、浅井(祐)、平野、
澁谷、兼堀(善)、中川、鎌形、森(花)、下川
尾崎、浅井(昭) お試し・・・岸野、奥村

個

11/4～5

皇海山黒檜岳
山口（裕）
三俣山太平山

会員外、会員外 1 名

個

11/7

裏妙義

山崎（寧）

鎌形、会員外 1 名

11/11
～12

山道 No.12
下諏訪
～奈良井

石井（美）

阿部、兼堀(善)、鈴木(廣)、染谷、浅井(昭)、大門
兼堀(恵)、澁谷、出口、中島、畑野(仁)、平野
鎌形、小林(い)、森(花)、杉山、木原、会員外 1
名

個

11/12

鶏冠山

山崎（寧）

会員外 2 名

個

11/12～15

本白根山

山口（敏）

山崎(正)

個

11/16

太平山 下見 小野寺

山本、小宮、石井(文)、黒澤
澁谷、兼堀(善)、兼堀(恵)、畑野(仁)、江崎、下川
小野寺、八並、平野、森(花)、奥村
お試し・・・今泉、高木、土屋、斎藤

個
個
個
個
個

個

～18
10/28 夜
～29
10/31
～11/1

会

11/19

九鬼山

個

11/25

伊豆ヶ岳～
山口（裕）
秩父御岳神社

会員外

個

11/25

星穴岳

会員外 3 名

木原

山崎（寧）
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燕岳から槍ヶ岳（表銀座縦走）

記：鎌形、新島、大門
山 行 日：2017 年 9 月 1 日～9 月 4 日
メンバー ：L.鎌形、新島、大門
コ ー ス： 9/1 竹橋 23：00 発夜行バス＝中房温泉 5：00
9/2 中房温泉 6：00―合戦小屋 8：35―燕山荘 9：40―燕岳往復―
大天井岳 14：15－大天荘 14：50
9/3 大天荘 5：30―-西岳 8：15―槍ヶ岳肩 12：20―槍ヶ岳往復―
槍ヶ岳山荘 13：20
9/4 山荘 5：45―槍平小屋―11：45 新穂高温泉
9/2 竹橋から夜行バス出発時にはまだ雨が降っていたので心配だったが、中房温泉に着く頃
には止み、駐車場の脇には温泉の湯煙が噴出していた。軽く朝食を取り、ゆっくりと登り始める。
曇空で日差しは弱いが、湿度が高く蒸し暑い。第一ベンチから第 3 ベンチ、富士見ベンチからも
雲が多く、まだ景色は良くない。合戦小屋に着いて、名物のスイカを食す。甘くとても美味しか
った。エネルギー補給してここから急登アタックです。合戦尾根を 1 時間、ゆっくりペースで登
る。やっと燕山荘に着く。さすが人気の山。天気回復もあり、大勢の人がいます。少し晴れてき
たので燕岳まで 1 時間、往復してくる。途中、岩の穴にイワヒバリの巣があり、ヒナが２～３ワ
顔を出しているのがかわいい。一面のこまくさの花畑も少しだけ咲き残っていた。小屋近くで早
い昼食にする。
小屋でペットボトルの飲み物を買うと１５０円。安い！のでビックリ。ここまで来てから買う
のもお勧めかな？尾根沿いの道を２時間半、大天井目指す。縦走はいいですね。周りの景色を楽
しみながら長い距離も一歩一歩先に進む。大天井岳下の分岐の少し先に、近道ルートがあったの
で行ってみるが、ザレていて岩場ありと大変でした。
頂上に着きホットする。これもいい経験。今日は近くの大天荘で泊まる事にする。
３時半頃起きて満点の星空を見上げる。今日もいい天気の中歩けそうです。
（大門）
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9/3 早朝（4 時）見上げる星空★本日も晴天なり！いよいよ遠くにそびえ立つ槍ヶ岳を目指し
て大天荘を出発。喜作新道からヒュッテ西岳にてアイスクリームを食べる。まさか、ここでハー
ゲンダッツを食べられるとは・・テンション up！ここか
ら東鎌尾根へ。だんだん「お槍さま」が近づいてくるゾ
updown と鎖＆ハシゴ、槍ヶ岳に登頂するための練習はバ
ッチリよ。殺生ヒュッテで一休み、槍ヶ岳が目の前にそび
え立つ！のになかなか槍ヶ岳山荘にたどりつけましぇ～
ん 足が重いのです・・
「槍が～出た出た！槍が出たあ、
よいよい♪」どこからか不思議な歌が聞こえてきてようや
く槍ヶ岳山荘に到着～。ここがゴールではない、目の前の
槍ヶ岳にアタック！これが噂の「お槍さま」
長いハシゴ、いよいよ山頂！わあ～(*´▽｀*)やりました、初槍でえ～す。L 鎌形さん、大門さ
ん、そして沢山の人、自然に感謝！ありがとうございます！

9/4 夜中の星空、ご来迎もバッチリで本日も晴天なり。富士山、笠ヶ岳、白山等、３６０度
の展望に大感激。気分を良くして岩礫の大斜面を下る。最盛期ならお花畑を楽しめる場所でした。
良いペースで槍平小屋に。平日でもかなりの登山者とすれ違いました。滝谷、白出沢出会いを通
過。穂高平小屋からショートカットしたつもりが、道が結構荒れていて、カットにならなかった
かも。無事見慣れた新穂高温泉到着。コースタイムよりかなり早い。バスで平湯に出る。新宿行
きバスに乗れず、松本へ出て、あずさで帰着。久々のお天気に恵まれた北アルプスでした。
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南アルプス野呂川支流小仙丈沢
記：長田 一樹
山行日 ：2017 年 9 月 2 日～3 日
メンバー：長田 L 鈴木勝 沼田 会員外１名(敬称略)
1 日目
8：20 芦安駐車場 8：50(乗り合いタクシー＠1200)→9：25 広河原 10：10(臨時バス＠580)
10：25 野呂川出合い 10：30→11：15 小仙丈沢出合い(入渓)11：30→2000ｍテント場 13：20
2 日目
5：30 テント場 8：15→8：25 大滝１(右巻き)→8：55 大滝 2(左支流登攀)9：35→11：05 二俣 2550ｍ
右俣へ 11：20→枯れ沢へ後に右手側に復活→右手ガレ場左へ→12：00 カール基部
12：15→ツメ(カール)→12：50 稜線登山道(仙丈岳と小仙丈岳の間)13：05→13：20 小仙丈岳 13：25→14：
40 北沢峠 15：20(臨時バス＠750)→15：50 広河原(臨時バス＠1130)16：15→16：50 芦安駐車場
草加を 5 時に出発する時点で結構な雨量(汗)、東北方面の天気悪かったのでヤマテンを参考に比較的
良さそうな南アルプスにしたが、大丈夫かと一瞬不安になる。
道中あまりにも雨が止まないのでスマホで調べると雨雲レーダーは南アルプスにはかかって無い事を
確認し安堵して芦安へ向かう。
8：00 の時点で第 4 駐車場に回される、かなり下だが乗り合いタクシーが拾いに来てくれるので助か
る。広河原に着き時刻表確認すると 9：00 の便の後は 12：30(汗)そして晴れて暑い。この暑さの中、
野呂川出合いまで歩くのかと一瞬考えるが、登山者が多いと臨時便出す時が有ると思い直し、チケッ
ト売り場で確認すると、
「もう少し待って」と言われ待機していると放送が入り、臨時便が出て無事に
野呂川出合いまでバスに乗れました。
「どこへ行くのと？」と同乗の登山者に不
思議がられた小仙丈沢(笑)
釣り人以外はあまり降りない停留所なので
無理もない気がする。降りると 4 人だけに
なり何となく秘境感が増してくる。装備を
整えて出発、林道を小仙丈沢出合いに向け
て歩き出すと、車の気配が？後ろを振り向
くと軽自動車が(笑)迫っていたので避けて
先に行ってもらう、しばらく歩くと向かい
から先程の軽自動車が戻ってくる？？何事
かと思いつつ、進むと林道左側いので更に
進むと、向かいからコンクリートミキサー車がやってくる！？
9

小仙丈沢出合いに着いて、入渓準備しつつ何でこんな所でと話していると更にもう一台やで工場が稼
働していてｶﾞｺﾝｶﾞｺﾝと音が響いている？？敷地に入って確認する訳にも行かなって来て、工場でコン
クリートを載せたのか？最初のミキサー車はまた戻っていった。何だろうと不思議だったのだが、も
しかしたらリニア新幹線の工事車両なのかもしれない？
残念ながら秘境感は無くなったが、取り敢えず入渓
水は綺麗ですが冷たい！水量はそれほど増えて無さそうでホッとする、堰堤は右側から乗り越すのだ
が下りが若干微妙、大きくて重い荷物背負っていると更に微妙さが増す。
しばらく倒木帯を登っていくと、ようやく滝らしい物が現れるが、まだ倒木が鬱陶しい状態．
．
．
。
いい加減飽きた頃に、風景が開けてくる辺りがテント
場になります。先には明日登る大滝１が見えて後ろに
は北岳と小太郎山が見える絶好の場所！
早速、ビール冷やして、整地してテント張って焚き火
の準備をして、14：00 には宴会スタート。倒木はイッ
パイあるので、焚き火増やして延々飲んで焼いて食べ
て与太話して楽しかった夜も更けてテントへ戻って就
寝、月明かりが明るくて星空がなかなか見えませんで
したが夜中にはバッチリ見えました！
5：30 起床で７：00 発が大幅に遅れて 8：10 発
朝から焚き火するとマッタリして駄目かもしれない
(笑)全員飲み過ぎの模様で食欲も無い様子ですが無理
に食べ、沢で冷やしたデザートの梨を食べて出発。
大滝 1 は右側を登れそうだが、出発遅れた上に、全員が全装備背負っているのでロープ出さないと危
なそうだし朝一で濡れたくないので右支流から巻き、左手の藪をトラバースして復帰、しばらく歩く
と直ぐに大滝 2 に到着、ここは巻道無いので良く観察する。
大滝自体の登攀は無理そう、左手に別れた水流の所がルンゼ状になっていて登れそうだが、立ってい
るのとホールドスタンスが細かそう、
支流との間のリッジが行けそうだが、
上部は逆層でハング気味、
となると隣の支流登って右にトラバースかな？と判断して上がって、様子を見ると残置ハーケンが有
ったのでセルフを取り、後続を呼び寄せロープ出して登攀開始！登って上部のハング気味の所の左側
取り付けるかと見たがヤブが酷すぎてダメ、戻って素直に支流を登る事にする。難しさはそうでもな
いけど、高さがあるし荷物重いしノーピンなのでカムを決めたいがナカナカ決まる所が無い、中盤で
一箇所キャメ C3 の 0 が効いて安心して残りをこなす。
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上部は傾斜も緩むがホールドスタンス少なくなり狭くなるので注意です。後続の 3 人を引き上げてか
ら、沼田さんと話していると途中に残置ハーケン 2 箇所有ったそうです。途中から若干遅れ気味なっ
たので、北沢峠からの最終バスの時間が少し気になりだしつつ、2550ｍ付近の分岐を右の二俣を目指
す。
ヌメリが凄く何度かスリップしつつ、また久々の重荷
での沢登りに息を切らせつつ登る、大滝 2 を過ぎた辺
りから自分の高度計が電池切れ間近のようで正確な高
度を示さなくなって来ていた。
怪しい二俣で確認して見ると、自分の物は 80ｍ近く下
を指している、地形図とコンパスで確認すると進行方
向は右俣なので、GPS で高度確認して貰うと 2548ｍで
ビンゴ！
右俣へ入ると直ぐに枯れたので、此処で登山靴に履き
替えたのだが、伏流水になっていたようで右側に沢が
復活している、コレを超えてから履き替えたほうが良
いです。沢を抜けると若干空が広くなり稜線が間近な
事を知らせてくれます。右手側にガレ場があり稜線に
近いのでショートカット出来そうに見えますが、正解
は左に忠実に沢に沿って行きます。偵察してくれた沼
田さんに感謝！
沢を抜けると、仙丈岳カールの基部です。いつもの沢登りと違い鬱陶しい藪漕ぎも無く素晴らしい景
色の中に立っていて疲れも吹き飛ぶと言いたいところですが、これから登るカールが思った以上に急
で恨めしく見える(笑)
それでも普通に登山していたら辿り着けない景色なので、大休憩しつつカールを堪能してから、よう
やく重い腰をあげます。遠くからでも見るからにザレていると分かる急傾斜をヒィヒィ言いながら登
ってようやく登山道へ復帰、最初はデポして仙丈岳行こうと話していたが全員一致で却下(笑)休憩し
たら下山開始します。小仙丈岳で記念写真取ったら、一気に下山！稜線復帰から北沢峠まで約 1 時間
40 分で降りられました。
北沢峠で乾杯してバスに揺られて芦安へ戻り、金山沢温泉で汗を流して、奈良田本店でご飯食べて、
中央道の激混み渋滞を掻い潜り、24 時ちょっと前に草加着でした。
今年は、
「久々に泊まりの沢に行きたいね」と話していて実現出来て良かったです。山小屋や登山道を
使った登山に比べると色々と不都合もありますが、素晴らしい景色、冷たくて潤沢で綺麗な水、その
水で冷やしたビールにジュースにデザート、焚き火、温かい食べ物に飲み物、自分達で考えるルート
と楽しい事が、沢登りには沢山あります。
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●入会された方々へ
あまり簡単に考えてもらっては困りますが、折角山岳会に入ったのですから、一般登山で体力をつけ
色々な技術を学んで、是非バリエーションルートである、沢登りや岩登りに、破線ルート、藪山、雪
山、アイスクライミング、山スキーなど色々な事にチャレンジしてみて下さい。ただしガイドでは無
いので連れて行くような山行はしません。ですが、しっかりした考えと、ある程度の体力があれば登
山やバリエーションへの挑戦に関して、お手伝いが出来るかと思います。もし何か解らない事や興味
の有る事があれば遠慮無く聞いて下さい。体力をつけて技術を勉強して次は一緒に行きましょう！！
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女峰山（2483ｍ）
山（1103ｍ）

出口 栄子

■山行日：

２０１７年９月２日

■メンバー：

Ｌ山本 理郎、小林 いつ子、殿塚 洋一、出口 栄子

■コース：

山本リーダーが 4:30 出口、小林、殿塚の順でピックアップ 東北道浦和ＩＣ－
清滝ＩＣ、
三本松バス停―梵字飯場跡 8:13 出発―志津乗越 9:32―馬立 10:54-11:10
水場 12:39―唐沢避難小屋 13:00-13:15―女峰山山頂 14:00-14:10―帝釈山 15:00―
富士見峠 16:06―馬立 17:10―梵字飯場跡 19:07 到着 帰路

去年、中禅寺湖から男体山（2486m）を登った折にいつ子さんのお話で裏側の志津峠からも登山道
がある事は聞いていました。
山本さんとお二人で林道が現在どこまで利用可能か
（土日のみとか含め）
この登山を企画、殿塚さん（志津峠３回目？）と私（怖い物知らず？）が参加して土砂降りの雨が上
がった直後の好天の山行となりました。
まず、事故渋滞で 30 分以上出遅れ、本来の登山口志
津峠まで 1 時間半徒歩となり行動予定時間がどうやら 8
時間から 11 時間に増えたと お三方が軽くおっしゃる
ところから登山が始まりました。長い林道の後、コメツ
ガにダケカンバの樹林帯、その後 這松や石楠花へ変化
し、景色は真名子山と男体山、頂上付近では片側は雲海
で対照的でした。
男体山の向こうに戦場ヶ原も顔を出し、
写真休憩で下山しました。登山途中の唐沢避難小屋は、
広くてトイレ無しで水場は手前 20 分。休憩場所には好
適でした。
女峰山山頂から帝釈山は日光三険の一つ、馬の背渡りを越えて鎖場のある痩せ尾根を通過して行き
ます。山頂が 2 時となり馬立を過ぎて残り 30 分以上はアスファルトの道中を、ヘッドランプでの山
行となりました。4 人一団でも怖くて足取りは速まりました。
梵天ラーメンで腹を満たし、山本さんに各自送って頂き長い一日が終わりました。
経験豊富な皆様のお陰で良い山行を味わえました。有り難うございます。
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▲鳴子温泉
▲禿岳
▲七時雨山
▲三ツ石山
★日

裏岩手縦走路から岩手山を望む

程 2017 年 9 月 6 日～9 月 9 日

★メンバー L 新庄、澁谷、下川、杉山、木原、兼堀(恵)、松田
記：澁谷 久美子

1 日目 9/6 《鳴子温泉》
★鳴子温泉 10:00＝堺田分水嶺 10:30＝鳴子峡 11:30＝地獄谷遊歩道 12:30＝荒湯 13:20
鳴子温泉駅に着くと小雨です。ペンションオーナーの一言で観光に予定を変更です。
奥羽山脈の堺田分水嶺、鳴子峡、地獄谷、鬼首スキー場とススキ一面の禿高原が一望できる高台
へと案内して頂きました。
オーナーの地元愛に感激し、小さな秋を感
じる 1 日でした。

2 日目 9/7 《禿岳 1063ｍ》
★花立峠 7:00…禿岳 9:10…花立峠 11:00
雲海の上に禿岳の全貌が姿を現し晴れてく
れることを楽しみに登山口へと向かいました。
地獄谷遊歩道

花立峠から登り始めます。
ゆるやかな登りナンバンギセルの花に一同
釘づけ、撮影タイムです。
五合目を過ぎると足元は滑り易く、クサリ
のある急斜面、痩せ尾根と登り九合目には不
動明王の石祠があります。頂上はすぐそこで
す。
山頂には立派な石柱があります。360 度の
展望、鬼首環状盆地の外輪山が一望でき又、
栗駒山、神室連峰が見えました。達成感と満

禿岳山頂

足感の 2 日間でした。
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3 日目 9/8 《 七時雨山 1060ｍ》
記：木原 初枝
★七時雨山荘 6:10…3 合目 7:00…七時雨山 8:10/8:50…3 合目…七時雨山荘 10:20
今朝は雨が上がっていて登れる。9 時頃までは曇りその後は晴れてくる予報です。
宿にお願いして 5 時半朝食、6 時過ぎ出発する。
登山道は七時雨山荘からしばらく作業
道を進み、牧場の柵を開け 3 合目近くま
で牧場の中を歩きます。
早朝なので牛も思い思いの所で草を食
んでいた。牛に気を遣いながら糞を踏ま
ないように歩きます。目の前に来た親牛
の大きさにビックリです。
子牛も私たちに驚いた様子でじっとし

七時雨山

て動かず固まっている。優しい目が可愛
いいです。静かに通過させてもらいました。
3 合目から山道に入る。雨上がりの山
の空気、景色、靄がかかっていて静かな
空間をゆっくり登って行く。自然そのも
のを体感しながら 2 時間弱で三角点のあ
る北峰に到着した。南峰も登る予定で笹
をかき分け踏み込んでみると、道はある
が雨で濡れた笹が背丈ほどありずぶ濡れ
状態になるので途中で引き返しました。

七時雨山山頂

その分ここ北峰でゆっくりする。南峰
にはガスが掛かっていたが切れ間から一瞬姿を現してくれた。だんだんとガスも切れ
て、北峰を去る頃には青空と下界の景色が見え始めました。電車の時間の都合で 10 時
半にタクシーを予約してあるので、もっとのんびりしたいところですが下山する。
途中、 1 人で登ってきた男性に会い、
貸し切りの山とはいきませんでした。因
みに七時雨山荘の客は私たちだけでした。
天気も晴れてきて暑くなり吹き上げて
くる風に癒されながら下って行く。
広葉樹の森を抜け 3 合目まで下ると、
目の前には田代山の裾野に広がる田代平
高原、畑（今は大根畑のようです）自然

木陰で涼をとる牛の群れ

の醸し出す景色、花、牧場、一軒宿の七
時雨山荘など、自然がいっぱい満ちているとても素晴らしい 所です。また訪ねてみた
い美しい景色と山荘でした。
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4 日目 9/9 《三ツ石山 1466ｍ》
記：松田 武
★網張温泉 7：30＝奥産網張ゲート 7：45…登山口 8：30…分岐…三ツ石山荘 9：20…
三ツ石山 10：20…三ツ石山荘 11：10（昼食)… 大松倉山 12：25…犬倉分岐 13：40…
第 3～第 1 リフト…網張温泉 14：50
天気予報通り今日は絶好の登山日和となり、宿の駐車場からは早池峰連山が良く見える。宿の
マイクロバスに乗り、15 分程でゲー
トに着く。物々しいゲートの横を通
って、アスファルト道を 45 分程行く
と左手に熊出没注意と登山口の看板
が立てられた登山口に着く。
10 分程登り滝の上温泉からの登山
道と交差し右に登って行く。
ゴロゴロした石の急な坂を越える
と斜面もなだらかになり青森トド松
が多くなり、木道が現れ真っ直ぐに
進むと湿原を前にした三ツ石山荘に

湿原の中の三ツ石山荘

着く。広いベランダには数人が休ん
でいた。
一息入れて山頂に向かう。登山道も整備され歩き易い。森林限界を超えると頂上らしき岩山が
見えてくる。息を切らしながらそこまで登ると、期待していなかった紅葉が広がり嬉しくなった。
頂上はまだその奥の岩山だった。頂上からは岩手山、大松倉山、目を転じれば八幡平方面が展望
できる。紅葉の見ごろにまた来たい
と思った。
来た道を戻り三ツ石山荘のベラン
ダで昼食をとる。山荘は広くて清潔
で、山荘内には洋式トイレ（トイレ
ットペーパー有り）もあり、一度は
泊まってみたい山荘です。
三ツ石山荘から大松倉山までの岩
手山を見ながらの尾根歩きは快適で
今回の山行のハイライトでした。

山頂から岩手山を望む

大松倉山から犬倉分岐まではゆる
やかなアップダウンのある尾根道を進み、三基のスキーリフトを乗り継ぎ下山した
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越後駒が岳
■ 日

程 Ｈ29.9.9－10（土日）

■ 場

所 越後駒が岳

記：小林いつ子

■ メンバー Ｌ鈴木勝幸・山本・兼堀善・染谷・森律・森花・小林い
■

歩

車
程 鈴木・染谷○

9/9 松原 AM10.00 出発―PM2 過ぎ銀山平 湖山荘着（泊）
9/10 湖山荘 4:00 出―4：25 枝折登山口出発ー5：07 明神峠―7：00 小倉山
9：12 駒小屋―9：40 駒が岳山頂―ピストン下山―13：55 枝折登山口
9/9

不順だった天気が、やっと安定してきた絶好の山日和に期待が高まる出発である。

この日は宿に泊まるだけなので、全員？観光気分だ！（陽のあるうちから 酒が飲める
酒が飲める・・・飲めるぞ

）である。女子組は近くの散歩に出ようと思っていたが、

最近、宿の近くにも熊が出るそうで、やむを得ず近くの温泉施設で時間をつぶした。
湖山荘の夕食は実に美味しい！！美雪鱒の刺身が絶品。蕎麦は手打ち・山菜の天ぷらと
魚沼産コシヒカリのご飯なのだ。男性軍は八海山（酒）を一本注文してご機嫌！！
ここだけ見たら、翌朝 3 時起きで越後駒に登る人間とはとても思えない。
9/10

AM3：00 起床。4：00 湖山荘出発

枝折峠（しおりとうげ）登山口の駐車場は心配していた通り満車状態で止められず、少し手前
の駐車スペースに止めてから登山口に向かった。前日の下見が功を奏したのだ。
この人達はただの酒好きおじさんではない
ぞ！！トイレも確認。
4：25 まだ、暗い山道に入っていった。そ
れでも月が出ているので山のシルエットは
分かる。雲海と日の出が目的のカメラマン
が大勢待ち構えていた。足元をヘッドライ
ト頼りに歩いていると、あっという間に明
るくなってきた。寒さは感じなかった。早
朝登山の為
一日中中途半端な空腹気分（あー！旨いも
のが食べた～い！）である。
明神峠から道行山（みちなりやま）まではやけに長く思えた。その道行山を巻いて小倉山には
予定の一時間ほど前に着いた。小倉山を下り、百草の池からは登るばかりで息が上がる。おまけ
に日差しが強くなってきた。樹林帯を抜け岩っぽい道になった。目指す山頂も近くに見える。大
きくて雄大な景色だ。山頂直下や谷沿いには雪が残っている。寝雪になるのだろうか？しかし、
人の多さに驚く。天気がいい性か、前日から登り、朝日と雲海を堪能した人たちが早くも下って
来るので山道は大混雑である。
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私達は気が付かないうちに前駒を通りすぎ、9：12 に駒の小屋に到着。お休所で休憩。
水場はちょろちょろで飲めず。トイレは 100 円バイオ式！用を足したら自転車こぎが待っている。
山を愛する人は、足を鍛えて何ぼ！でしょ。
9：40 越後駒が岳山頂に到着！！ハードな道のりだった。
くっきり見えていた山頂が瞬く間にガスに飲まれてしまった。なんと西側の景色が全く見えなく
なっていた。八海山が見える筈なのに悔し
い！！
今回、リーダーとして計画をしてくれた小
野寺さんが、ケガで山行を断念。来年のリ
ベンジ山行を考えている。
是非参加して、私のリベンジ山行にもしな
ければと思う。
下山はくたびれている足に活を入れ、蛇の
恐怖とも戦い、少々雲行きが悪くなった空
を気にしながら、13：55 無事下山。
この時期は、花は殆どない。紅葉には早いので山としての楽しみは少ないが、
やはり天下の百名山！離れた所からもそれとわかる素晴らしいお山だった。

鈴木リーダー、諦めかけた計画を引き継いで下さって本当にありがとうございました。
お陰で天気にも恵まれて、感謝感謝です。メンバーの皆さん、お疲れさまでした。
ありがとうございました。
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大島 三原山
記 杉山清美
9/11(月) 23:00 竹芝桟橋より出航
9/12(火) 5:00 大島岡田港 = 御神火温泉にて入浴.朝食．休憩 = 雨天の為観光ドライブ = 泊
9/13(水) 8:00 宿出発 - 三原山剣が峰 9:50 - 噴火口周遊 - 山頂口 11:30 = 帰路船 15:35
L.杉山、下川、山﨑、和田、松田、澁谷、兼堀え、木原、中島、鎌形、浅井ゆ、
9 月は私のリーダー山行の山だ。さあて、どこの山にしよう。今まで行ったリーダーの山行は
何故か島が多い。屋久島から始ま
り一昨年の伊豆七島の神津島の天
上山だった。山と海の両方が味わ
え、さらに船が島に近づく時のワ
クワク感がたまらないのだ。そう
だ、近いのにまだ一度も行ったこ
とのない伊豆大島の三原山に行こ
うと思いたった。インターネット
で調べると日本で砂漠と呼ばれる
場所があるのは唯一三原山だけだ
そうだ。鳥取の砂丘は有名だけれ
ど砂漠とは言わない。頂上では大
噴火した火口も一周出来るという。
砂漠も歩いてみたい。益々そそられた。神津島に行った時は時短を考え往復とも竹芝桟橋からジ
ェット船で行った。しかし今回は東京湾の夜景をゆっくり楽しもうと大型客船「さるびあ丸」で
行くことにした。
9/11 の夜から 13 に決行。平日なので参加出来ない方には申し訳なく思ったが許して頂くこと
にする。島旅で一番気になるのがお天気。台風シーズンなので祈るしかない。午後 11 時、
ドラの音と共に「さるびあ丸」は出航した。甲板に出てみると東京の夜景がゆっくりと静かに流
れていくのをビール片手に眺めていた。すると東京タワーがビルの谷間から見えてきた。
オレンジ色の懐かしいタワーとは違っていた。青、白、赤、なぜだろうと不思議だった…。
大島を二日間楽しんだ帰りのジェット船の中で、ふと往きに感じた東京タワーのことを思い出し
た。そうだ、あの日は 9 月 11 日、アメリカ同時テロがあった日だった。だからあの悲惨な日を忘
れない為の星条旗の色だったのか…。9.11 に思い及ばなかったことに少し罪悪感を覚えた。
船底の客室に戻り横になったのは午前 1 時過ぎ。明け方の 4 時 30 分頃アナウンスがあり下船
の準備をした。
岡田港には祐子さんが予約しておいて下さった 2 台のレンタカーが待っていた。着いたその日
は生憎の天気。翌日の方が天気が良いというので 1 日目は大島観光を楽しむことにした。
明日はいよいよ三原山登山。「明日天気になあれ!」
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＊大島に行くにあたり、以前大島に住んでいらしたという新島さんに色々とアドバイスを頂きま
した。お陰で楽しい島旅が出来ました。本当にありがとうございました。
＜山行メモ＞
＊島内移動はレンタカーがお薦め。大手のレンタカー屋さんより地元の方が安価かも？
＊宿泊した「大島温泉ホテル」の脇から登山口が始まるのだが、是非とも宿泊を勧めたい。
露天風呂から望む三原山が実に素晴らしい!
＊31 年前の 1986 年の大噴火。9 ヵ月後にはハチジョウイタドリが黒い焼け野原の上に芽を出し
たそうだ。荒涼とした印象を持ち三原山に臨んだが予想以上に緑豊かで驚いた。改めて自然の
力に感激する。
＊登山開始早々、
「キョン」の駆除に遭遇。千葉辺りで増えているのは知っていたが何故大島で？
＊行程はゆっくり楽しんでも 4 時間程度。火山の山なので、花などはとぼしいが独特の雰囲気を
持つ山。美味しい海の幸を頂きながら温泉も楽しめる。
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記 浅井祐子

沢登り（大若沢）
(億秩父 荒川水系 中津川)
記：山崎 寧子
【ﾒﾝﾊﾞｰ】Ｌ.山崎寧子、会員外２人
【日 程】2017(平成 29).9.7
5 時草加自宅前→草加インター→学習の森駐車場
→9 時入渓谷（堪兵衛の滝）→金山沢出会→二俣→長滑沢出会（12 時）→
下山（駐車場）14 時半
【感 想】
2017 9 10 日曜日
荒川水系中津川大若沢は、グレード１級 初
級者用の沢で、病み上がりの寧子さんでも
行けるルートを探しましたよ。と誘われ
下調べると、かなり恐怖なコメントがネット
にこぼれていましたが、
「初級、初級」
と、自分に言い聞かせ、
ありがたく参加してきました。
滝は最長のものが 12m
他にはナメ状の滝が、コンパクトに次々と現
れます。
こけこけとゴロゴロの沢を、転ばないように
緊張しながら歩き、
青色がかった、美しい釜を多くもつこの沢は、
透明の水面に陽射しがまばゆく、
朽ちた倒木や、流された木道が織り成す風景
と
貸しきりという贅沢な空間に
ゴルしジュが息吹のように
おいで～と！
静かに優しく、美しく
奥秩父のそのまた奥へと導いてくれました。
下山は崩壊した遊歩道を
登ってきた沢を見下ろし、ルートを再確認しながら楽しく歩きました
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鳳 凰 三 山
(南アルプス

2841m 鳳凰山)
記：山崎 寧子

【ﾒﾝﾊﾞｰ】

Ｌ.山崎寧子、会員外１人

【日 程】

2017(平成 29).9.19～20（月曜、火曜日）

【行 程】

1泊2日

1 日目： 草加 4 時 40 分→高速→ファミリーマート大泉学園北 5 時 15 分→中央高速甲府昭和 IC
→芦安Ｐ→夜叉神峠駐車場 7 時 50 分着
08:00 夜叉神峠登山口 - 09:06 夜叉神峠 - 11:18 杖立峠 - 13:30 苺平 - 14:03 南
御室小屋 - 15:42 薬師岳（泊）新築
２日目：

06:00 薬師岳 - 06:49 観音岳 - 07:22 2694m 地点 - 07:55 赤抜沢ノ頭 - 08:06 地
蔵岳 - 08:17 赤抜沢ノ頭 - 09:01 高嶺 - 09:45 白鳳峠 - 11:57 白鳳峠入口 - 12:14
広河原前→バス→芦安駐車場

【感 想】
復帰デビュー戦

おニューのザックの使い勝手と自分の今の力を確認するため,テン泊縦走の練

習をしに、鳳凰三山１泊２日で歩いてきました。
荷物

約 12kg

行動時間 約 14 時間
標高差

約 1360m

移動距離 約 20km
運転

約 360km 往復

薬師岳～地蔵岳のピークから
東南に富士山 西北に八ヶ岳 さらに
北よりに奥武蔵 地蔵岳を越えて、広
河原へ向かい早川尾根のはじまり、目
の前にドカンと、甲斐駒ヶ岳白い山頂
と青い空、緑の山肌。目に焼き付ける
のみの風景
重たい荷物を担いで、強風の尾根歩き、ガレ場、急勾配の下り。往復の運転もこなせた。
自信につながる山行となった感じ。
同行の友に感謝
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奥穂高岳
記：畑野 順二
◆山行日：2017 年 9 月 21 日（金）～23 日（日）
◆山行者：L 畑野順・兼堀善・四宮・新島
◆9 月 21 日
草加 2：00-沢渡 5：55-上高地 6：20-明神 7：20-徳沢 8：15-横尾 9：15-本谷橋 10：40-涸沢 12：
45
紅葉の時期の土日に涸沢に行くと、小屋
もテント場もめちゃ混雑するので、平日
に行くことにした。
平日でも小屋は混雑しそうなので、テン
ト泊にしたので、重たい荷物を持って歩
きます。
本谷橋から登りは、キツクやっとこ涸沢
につく。
今回のテント F は、大きいので設置場所
を探すのに苦労した。
昼間から涸沢ヒュッテのテラスでおでん
とビールでプチ宴会です。
涸沢の紅葉は、残念ながら、まだ早かったです。
◆9 月 22 日
涸沢 5：15-穂高岳山荘 7：30-奥穂高岳 8：25-穂高岳山荘 9：30-11：15 涸沢 12：15-本谷橋 14：
00-横尾 15：00-徳沢 16：10
計画は、涸沢から奥穂高岳往復
でしたが、9/23 天気が悪そうで、
奥穂高岳往復して徳沢まで下
ることにしたので、早めの 5：
15 出発です。
歩きだすと朝の光を受け焼け
る奥穂高岳が見えて感動です。
穂高岳山荘からのクサリ・ハシ
ゴは少しビビリ登り奥穂高岳
につきました。
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山頂からは、360 度の展望で北アル
プ・南アルプス・八ヶ岳・富士山など
の山々が見えて感動です。
涸沢までの下山途中に 1 本だけ紅葉し
ていました。
無事に涸沢までたどり着きテントを撤
収して、横尾に下山します。
登ってくる登山者が多くおられ、また
疲れていて、本谷橋までのコースタイ
ムは、1 時間 10 分が、1 時間 45 分か
かりました。
やっと横尾につき、疲れてい
たので、徳沢まで行くか相談
すると行くと皆様が言われ、
後 1 時間頑張って徳沢まで歩
きました。
もちろん、徳沢でも缶ビール
を買ってきて、プチ宴会して
寝ました。

◆9 月 23 日
徳沢 7：10-明神 8：00-上高地 9：50
朝起きると雨がふっています。
朝食の準備をしていると、雨が止み青空が見えてきました。
雨が止んでよかった。
今日は、登ってくる登山者がい
っぱいです。明日の朝の涸沢の
トイレ待ちはすごいことになる
のでは。
まだ、早いので明神池によって
上高地に帰りました。
楽しく感動した山行が出来て皆
様ありがとうございました。
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日光
■ 日

程 Ｈ29.9.29（日）

■ 場

所 日光 白根山

白根山
記：小林いつ子

■ メンバー

L 和田・澁谷・山本・下川・宋・木原・芳野・森花・小林い

■

5：30 独協前―東北道・宇都宮道―丸沼高原ロープウェー9：00 山頂駅

歩

程

―9：50 避難小屋跡―11：20 白根山頂－ランチ―13：10 弥陀ヶ池分岐
―史跡散策路―15：00 山頂駅―ロープウェー駅で入浴―20：30 独協前
悪天候のため、一日順延の山行になり、参加人数が半分近くになった。たまたま参加できた私
は申し訳ないが超ラッキーと出でもいうのか！秋空に恵まれ、爽快な登山だった。
まず、往復券と温泉の付いたロープウェーの得々パックを買い、山頂駅に向かった。
冷っとした空気がお出迎え、真っ青な秋空に白根山がポコ・・と三つに分かれた山頂付近の山容
をこれでもかと見せ付けていた。
山頂駅の鳥居を入り、樹林帯を登っていると
県警のヘリコプターが何度も頭上を旋回する。
時には仲間の話し声も聞こえないほど近いとこ
ろを飛んでいた。訳も分からず気にしているうち
に森林限界に出ていた。
やはり、寒い。風が冷たい。皆、岩陰で上着手袋
などまとう。ちなみに山頂付近は 6°くらい。
11：20 岩場を登り、山頂へ到着。狭いので、大賑わい！！いつものことだ。槍の穂先より混んで
いるのでは？と思う。手早く記念写真を撮り終え、暖かな場所を探しランチとした。
晴天なので、男体山から女峰山、中禅寺湖、燧ケ岳、
武尊山などがくっきりと見えていた。
澁谷さん持参の双眼鏡で鬼怒沼が良く見えた。
ちょっとの事で楽しみが増える。私も双眼鏡を持ち
歩いてみようと思った。
下山は岩場とザレ場の下山で、弥陀ヶ池までは
油断出来ない道だった。ここからは史跡散策コース
にはいった。紅葉も少しずつ始まっていて楽しませ
てくれた。座禅山の火口跡や六地蔵などの史跡をめ
ぐり、PM3 時ころ山頂駅に無事到着。お風呂に浸かり、帰路についた。
和田リーダーは SOS を出すと飛んでくる、スーパーマンみたいな人。すごい！！
メンバーの皆さん、ありがとうございました。又一緒にお願いします。
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皆野アルプス
記：芳野 光夫
2017 年 10 月１日

Ｍ）芳野、兼堀、渋谷、山崎、染谷、江崎、殿塚、関口、今泉

４月頃、10 月の会山行の担当に決まって直ぐに、この山の計画書を作成しました。
一つには埼玉県の地層に興味を持ち始め、秩父地方のいろいろな地層を見てみたいと
思った事でした。この辺の山は「秩父帯」と呼ばれる地層で、２億年前の硬いチャー
ト交じりの付加体で出来ています。秩父華厳の滝は、落差 12ｍの赤色のチャートの
崖を直線的に流れていて美しい
ものでした。
今日は快晴の天気、紅葉にはま
だ早いが風は秋の空気を運んで
います。大前までの退屈な杉林
の、登りの気休めに「ビンゴカ
ード」を配って、探し物をしな
がら登ってもらいます。４０分
ほど登って、大前の集落を過ぎ
る。近道との分岐に出る。近道を選択することを期待したが、同意を得られず、天狗
山に登る。山頂からの急な下りが、滑りそうで嫌でした。次は今日の最高峰、653ｍ
の大前山を鎖に頼りながら登る。晴天で遠くの山まで見えるが少し霞んでいた。武蔵
展望台の鎖場を下りると、今度は極端なヤセ尾根になる。鎖場とヤセ尾根が繰り返し
やってくる、なかなか楽しい山だ。札立峠に小さな地蔵様が置いてあった。そこから
破風山に登り返す。20 分程登って、破風山に付いた。山頂は狭く、一組が食事をし
ていた。陽も照って暑いので、少し下って大きな東屋で食事をする事にした。11 時
45 分から 12 時 15 分まで食事の時間となった。そこから猿岩を過ぎて男体拝まで歩
く。
13 時頃着く、そこは北側が絶壁になっていた。一組の地元の家族がシートを引いて
食事をしていた。そこから鎖場を下って、２級基準点のピークを越して進む。いつの
間にか、杉林の中を歩いている。しばらく歩いて、三又ピークで位置を確認した。そ
こからまた岩稜に出てヤセ尾根を進むと最後のピーク前原山に付いた。そこから標高
差 200ｍの急斜面を慎重に下って 14 時 10 分に大渕登山口に付いた。そこから車道を
歩く、赤平川と荒川の橋を渡って、14 時 35 分に皆野駅に着いた。電車は行ったばか
りで、30 分程待って 15 時 02 分の電車に乗った。14 時 55 分頃、本物のＳＬが入っ
て来て、目の前で見た。今日の行程は 8.6ｋｍ、歩行時間約 5 時間、21000 歩、歩き
ました。晴天に恵まれ、鎖場とヤセ尾根の連続のコースで、全員満足した様子でした。
記）芳野
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北アルプス「餓鬼岳の登山」
期

松浦

剛

日：2017 年 9 月 30 日～10 月 1 日

ルート：白沢三俣登山口―餓鬼岳―東沢乗越―中房温泉下山
参加者：Ｌ，鈴木勝、松浦、森律、近藤（会員外）
９月２９日（金）
９時、松原獨協大学駅西口集合し、長野県大町に向かう。長野廻りの高速道路で大町手前で
降りて一般道に入るが、夜中に峠を何度も越えて、山村の細い道を大町に向かう。夜中に大
町のタクシー会社の駐車場に着き、テントを張り仮眠する。
9 月３０日（土）晴れ
5 時 00 分、起床し、6 時にタクシーにて登山口に向かう。
6 時００分、白沢三俣登山口発。暫くなだらかな山道を歩くが、やがて沢沿いの巻道となる。
所々丸木橋が渡してあり、岩壁をへずって上り下りする様になる。岩場には丸太の足場が架
けてあったり、かなりひどい山道である。沢は滑滝が多く中々美しい景色である。右に２０
ｍほどの立派な魚留の滝を見る辺りから、急激に尾根の取りつきの急登となる。紅葉も進み
山々は美しい。やっとのことで高度２０００ｍの稜線に出る。暫くは登りの少ない樹林帯の
稜線歩きとなるが。やがて最後の高度６００ｍの登りに掛かる。だいぶ体が疲れてきて歩く
ペースも落ちてくる。２３００ｍ付近になると、ハンノキや這松が辺りを覆う様になり、高
山帯にはいる。足が重く益々ペースダウンしてくる。ガレタ山道は歩きづらく、疲れた足に
はこたえるが、周囲が明るくなり稜線が迫ると餓鬼岳小屋も近くなる。
１４時３５分、餓鬼岳小屋着。やっとのことで小屋に着くが、さすがに１６００ｍの高度差
はこたえる。荷を置いて餓鬼岳山頂に向かう。
１４時５０分、餓鬼岳山頂着。展望は素晴らしく、快晴の空の下に遠く槍ヶ岳がみえる。高
瀬川を挟み、対岸には裏銀座コースの稜線が目の前にせまり、烏帽子岳、野口五郎岳、鷲羽
には後立山連峰の爺岳が望まれた。小屋に入りのんびり夕食を待つ。
小屋には燕岳から縦走してきた中高年登山者も多数おり、中高年には燕岳からの縦走をお勧
めする。我々が登った白沢三俣登山口ルートは若い人だけで、５カ月ぶりに山を登った私に
は、１６４０ｍの高度差はさすがにこたえた。
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餓鬼岳山頂

山頂の祠

９月３０日（日）晴れ
４時３０分。小屋発。今日も快晴の空であり、ヘッドランプ頼りに下降する。テント場にも
沢山のテントがあり、紅葉の盛りの今日が餓鬼岳で最も登山者が多い時の様だ。暫く降ると
岩場が多くなり、岩峰の上り下りを繰り返すようになる。花崗岩の確りした山道は、紅葉と
相まって素晴らしい登山道である。昨日の疲れで足はやや重いが、気持ちの良い岩場の下降
が続く。やがて樹林帯の登りになると東沢岳の頂に招かれる。
８時００分、東沢岳山頂着。此処からは樹林と岩峰の入り混じった餓鬼岳に続く稜線が望ま
れ、餓鬼岳山頂も大分遠のいた感がある。山頂からは樹林帯を一気に下降するが、目の前に
は燕岳に続く尾根が迫ってくる。周辺は針葉樹林に囲まれ深山の感がある。
８時５０分、東沢乗越着。此処で話し合い当初予定の燕岳縦走は時間が掛かり、草加への帰
還が夜遅くなるので。東沢乗越から下降し、中房川の谷を下る事とする。乗越からは笹薮の
中に切られた山道を一気に下降して中房川の川床に至る。下りきると左手に白い大きなガレ
た岩壁が見え、西大ボラ沢出合に着く。此れよりは川を右に左にと山道を探しながらの下降
となり、慎重に行動する。２時間ほどでブナ平に着き、下降は穏やかになってくる。
１２時３０分、吊り橋を渡り、中房温泉にたどり着く。タクシー会社にＴＥＬしてから、の
んびりと温泉に浸り、疲れをいやす。
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太刀岡山左岸陵
記：長田 一樹
山行日 ：2017 年 10 月 1 日
メンバー：L 長田 一樹 会員外 3 名
7：30 太刀岡山駐車場 7：40→8：00 取り付き 8：15→12：50 鋏岩広場 13：45→最終ピッチ 13：
55 広場 14：00 下山開始→14：40 駐車場
太刀岡山の鋏岩を頂点として、左側の稜線を登るルートが左岸陵です。現地で見れば一目瞭然で
すので機会が有れば一度御覧下さい。太刀岡山には色々な岩場が有り、昔から甲府在住のクライ
マーの方々が登られていた場所だそうです。
1.2.3 ピッチと 5 ピッチ目はクラックルートですので、カムを使って自分でプロテクションを取
らなければ登れないルートです。4.6 ピッチは岩稜帯で 7 ピッチは両サイドがスッパリ落ちた高
度感満点のリッジ登攀です。最終 9 ピッチは NP とボルトのスラブ 5.8 ですが 5.8 と思って取り付
くと辛く感じると思います。
＊終了点はハンガーがあったりしますが、途中のボルトは全て老朽化しています。墜落に耐えら
れる状態では無いのと。5.6.7.8 ピッチはトラバース気味に進みますので落ちたらかなり下まで
行きます。グレードだけで考えて行くのは止めて下さい。
駐車場から取り付きまでは 15 分くらいだが、ボーッとしていて取り付きを通り過ぎ戻る事となる
(汗)迷惑かけついでに最近クラックが登れていないので、クラック全部リードやらしてくれと頼
んでみたら、OK との事！！代わりに最終ピッチは譲ることにして登攀開始！
1P：5.9NP 本来は右側のスラブかららしいのですがクラックの練習に来ているので左のフィンガ
ークラックからスタートする。最初だし微妙に傾いているし嫌いなフィンガーだしイヤだなと思
いつつも覚悟決めて抜ける。一段上がるとテラス状になっていてココから今度はフィストクラッ
クスタート。手も足もバッチリ決まるので割と余裕持ってクリア。ただし男性でも手の小さい人
はサイズが合わないのか若干苦労するようです。
2P：5.7NP ダブルクラックの左側はオフウィドス、右側はフィンガークラック、左側奥にはレイ
バックに耐えられるホールドが続くので色々な登り方が有るようですが、地味に抱きつく感じで
クリア
3P：5.8NP+B 少しだけ土部分登った後にハンドクラックですが、自分にはサイズが上手く合わな
いのか？？若干悩んでからスタート、その上のスクイーズチムニーでカムが引っ掛かり上に抜け
るのに一苦労(汗)上に抜けて右側のスラブに乗り移りスラブを登って終了
4P：5.5 藪岩稜帯歩き、スタートが少しだけ怖い
5P：5.8B＋NP 最初クラックですが後はボルトやらハーケンあり。ルート取りはなるほどと感心さ
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せられます。段々と高度感出てきます！
6P：5.6B+NP 高度感満点の岩稜帯
7P：5.6B 両サイドがすっぱり落ちたリッジで高度感満点！！
8P：5.6B 岩稜帯歩き、広場でのビレイに一工夫しないと辛い
鋏岩広場：昼食休憩 後続 P に先に最終ピッチをやってもらう
9P：5.8B＋NP スラブだがリングボルトが有るだけなのと出だしにボルトは無いのでカムで 2 箇所
ほど取ると安心する。懸垂下降で広場に戻って終了！
広場から登山道に復帰するまで若干足場悪いので注意が必要、登山道に出てしまえば後は道なり
に帰るだけです。
竜王の街中にある源泉かけ流し温泉入って、境川で焼き魚と思っていたのに売り切れなのでカツ
カレーを食べて、酷い渋滞の中央道で帰宅しました。
久々のクラックマルチで楽しかったです。終了直後には疲労感は無かったのですが、帰宅後の怠
さと翌日の筋肉痛は最近稀に見る酷さでした(笑)
フェースと違い、カムの選択やら考える事が多くなり気が張っていたのかもしれません。
マルチピッチクライミングで水と食料を持って下から頂上に抜けるのは、クライミングと登山の
ミックスのようで非常に楽しく、自分の一番好きな登り方だなと再確認した 1 日でした。

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。
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。
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雪景色の

苗場山

2145.3ｍ
記：新庄

★2017 年 10 月 4 日～5 日

八重

★L 新庄、平野、大門、松田

★10/4 和田小屋 9:15…下ノ芝 10:25/10:35…中ノ芝 11:25/11:40…苗場山 14:40
★10/5 山頂ﾋｭｯﾃ 7:20…和山分岐 8:45…3 合目 11:50/12:00…1 合目 12:45
スタートとなる和田小屋は小雨、上空には黒い雲、周辺はガスが立ち込め他のメンバー3
人は今日が苗場山デビューなのに生憎の天気となる。
正規の登山道を外れ、かぐらメインゲレンデを直登し最初の小さな湿原「下ノ芝」で休ん
でいると、私たちより先行していた単独の男性が登ってきた。
ゲレンデ上部から見えるはずの越後三山は雲の中。今日は展望は無理だろうと思っていた
ら、ガスが切れ周辺が明るくなり、前方の山には黄色に色づいた木々が点々と灯っていた。
そのうち青空も覗き始め天気の好転を期待したがぬか喜びに終わった。
更に「中ノ芝」と進むが時々雪も舞い始め、ガスも一段と濃くなる。先月 20 日頃に始まっ
た苗場山の紅葉も現在は「中ノ芝」
「下ノ芝」が見頃のようだ。草紅葉に真っ赤なドウダンツ
ツジが映え、展望も利き晴れていたら長居したくなる所だ。
「上ノ芝」、
「股すり岩」、
「神楽ケ
峰」を経て「雷清水」
、最低鞍部まで一気に下り苗場山への 250ｍの登り返しとなる雲尾坂に
入る。
葉を落とした灌木も霧氷となり風に揺れていた。傾斜が

雪の山頂ヒュッテ

更に増し大きな岩には雪が付き足元に気を付けながら急
坂を登りきると、突然苗場山頂上台地の一角に出た。雪が
積った足跡のない木道を山頂に向けゆっくり進む。とりあ
えず頂上で記念写真を撮り早々に山頂ヒュッテに入る。外
は相変わらずの天気、明日の木道の凍結を心配しつつ床に
着くが、途中で目が覚めダウンを着こむ。
翌朝、雪は止み薄日も差し目の前の広大な湿原は白く輝き、奥にはぶ厚い大雲海の広い帯。
雲海の彼方には日光白根、皇海、浅間、ひと際大きな岩菅山、穂高、槍ヶ岳から白馬、妙高、
火打まで見渡せる大パノラマが広がっていた。息を飲む！最高のご褒美にみな大感激、しば
らく至福の時間を過ごす。
大展望を楽しみながら徐々に変化する湿原の 1 本道を下
って行くが、今回一番楽しみにしていた鳥甲山はまだ厚い
雲海の中。途中で山頂がほんの少し覗き始め、一旦樹林帯
に入り坪場が近づくと鳥甲山が…。池塘の向こうに急峻な

鳥甲山

鳥甲山が聳える姿は圧巻だった。
最後の湿原を過ぎると一面霧氷に覆われた斜面と遭遇、また感激。1700ｍまでは急坂の連
続、濡れた岩での鎖はありがたい。3～１合目は最初こそ快適なブナ林だが沢に架かる丸太橋、
路肩が崩れかけた所と思いの外変化がある登山道をバスの時間を気にしながら下った。
“雲海
と雪”の織りなす見事な光景に感動した苗場山となった。
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火打山
記：森 律子
日

時 2017 年 10 月 7 日～9 日

メンバー

L 森、兼堀、山口（敏）、畑野（順）敬称略

コース 7 日：前日キャンプ場泊
8 日：火打山登山
火打山登山口(6：25)→高谷池ヒュッテ(9：28)→火打山 11：36→火打山登山口 15：57
去年の計画が雨で中止となり
リベンジの計画でした。
今回は人数も多くないので、前
夜祭としてキャンプ場でバーベ
キューをしました。
やっぱり BBQ は最高！ちょっ
と食べすぎちゃいました。
翌日は火打山登山口の駐車場は
すでに人が一杯で止めるところ
がありません。
GW に山スキーで訪れた時はそんなに混んでなかったので、ビックリです。
人気の百名山駐車場事情は深刻です。
何とか車を駐車して、支度をして登山口へ・・雲海の幻想的な景色の中歩きます。色づいた木々
も素晴らしく、高低差も 1000ｍ超えで十分歩きごたえのある山でした。
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金時山（1212.5M）
記：井口 宮子
◆山行日：平成 29 年 10 月 8 日（晴）
◆山行者： L 井口・畑野（仁）
・青木・鈴木（廣）・尾崎・古庄

◆コース：草加駅 5：25＝新松田駅 7：37―地蔵堂 P8：10 発…丸鉢山 10：40
…金時山 11：40～12：10…うぐいす茶屋 13：20…金時山登山口（仙石）14：00
…日帰温泉―箱根湯本駅 16：20＝北千住駅 19：06＝草加駅 19：30

予定の 7 日が雨の予報に変わったので直前の例会で 8 日に変更させてもらった
所、メンバーが増えて嬉しい山行になった。
人気の山なので早く山頂に立ちたくて駅からタクシー利用。地蔵堂 P で準備体
操で足腰をほぐし出発する。
今も金太郎伝説が残る集落を通り、沢沿いのぬかるんだ道を 30 分程度行くと雨続
きだった為小規模な渡渉が待っていて、みんなで楽しんだ。
樹林帯をぬけ 800m あたりから時折金時山が見え始め、標高差あと 400m？
汗をぬぐいながら足元に咲いているホトトギスやトリカブトに元気をもらい富士
山が見られる丸鉢山に着いた。
小休止して山頂に着いたが富士山の姿はチラッとだけ？残念・・・だった！！
下山・・・うぐいす茶屋コースが登る人と下る人で大渋滞に、原因は難所とお子
様連れの様子だった。仙石に無事下山し、日帰温泉、熱いにごり湯を捜して汗と
疲れを洗い流し、“特急メトロはこね”に乗って観光気分も味わい楽しい山行にな
りました。

丸鉢山からの富士山
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「霞沢岳は山ですから。」
記：宮澤

明音

日時：2017/10/8 – 2017/10/10
メンバー：L 殿塚・鎌形・宮澤
行程： （10/7 21:00

獨協大学前出発

島々到着後仮眠）

10/8

島々～徳本峠小屋

歩行時間:8 時間 32 分

10/9

徳本峠小屋⇔霞沢岳

10/10

徳本峠小屋～上高地バスターミナル

歩行時間:9 時間 2 分

歩行距離:18.2Km
歩行距離:9.8Km

歩行時間:2 時間 57 分

歩行距離:7.0Km
「紅葉の北アルプス、見たいなあ。テント泊もしてみたい。」という気持ちで気軽に参加宣言
をした徳本峠～霞沢岳の山行。それまで山小屋に泊まったことは数回あったが、テント泊を
したことは無く、準備と重いザックを背負うことへの不安があった。
共同装備を入れた 45ℓのザックは約 12kg。加えて外にマット類を括り付けたらもう何も入ら
ない。初日、島々から徳本峠への道は我々以外の登山者はほとんどいなかった。ウェストン
卿たちが島々から徳本を通って上高地などに行ったという殿塚さんと瑞枝さんのお話を聞き
ながら、今自分が歩いているのが歴史のある道であることを初めて知った。感慨深げなお二
人とは対照的に、私自身はとにかく滑らずに歩くことに必死。最後の徳本峠の登りは 2,3 歩
歩いては立ち止まり、を繰り返し、なんとか宿泊地にたどり着くことができた。初日をこな
せば後は楽、と考えていた私に山小屋のご主人の言った「霞沢岳は山ですから。」という言葉
がひっかかったが、テントを張り終えてから飲んだビールは、今年飲んだどんなビールより
も美味しかった。
翌日は霞沢岳ピストン。荷物は初日よりも軽くな
ったが、山小屋のご主人の言葉も気になりやはり
不安。単純往復なので駄目だと思ったら一人で引
き返せばいい、と考え出発したが、テント場を出
ていきなり 300m の下り。霞沢岳が見えるところ
まで来て、この後いくつも同様の登り下りの繰り
返しであることが分かった。「K1 までで止めて帰
ります！」という方々もいて、不安にあおられな
がらも、とにかく一歩一歩を踏みしめて歩く。途
中、同行のお二人と「霞沢岳は山」という意味が
分かったね、と頷き合った。徳本峠に来たついで
に、と登る人も多いのだろうが、徳本峠と霞沢岳の地図上の標高差が 500m であるのに対し、
徳本峠、K2 ピーク、K1 ピークの実際の累積高低差は 2000m 近くになるのだ。途中何度も
「もうダメ～」と思いながらもなんとか達成することができたのは、一重にリーダーの殿塚
さんと瑞枝さんの励ましのおかげ。一歩一歩でも、進めて行けばいつか目標を達成できる。
少し自分に自信をつけて初めての北アルプスを後にした。
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北奥千丈ゲ岳
(２６０６m)
記：山崎 寧子
【ﾒﾝﾊﾞｰ】

Ｌ.山崎寧子、会員外３人

【日 程】

2017(平成 29).10.12

【行 程】
大弛弓駐車場 9 時 30 分→前国師ヶ岳～北奥千丈ゲ岳～国師ヶ岳～天狗岩→ピストン 15 時下山
【感 想】
20171012 前国師ヶ岳～北奥千丈ゲ岳～国師ヶ岳～天狗岩ピストンしてきました。
本来予定していた山が雨のため、急遽変更し、行ってきました。
標高 2000 メートル超えの駐車場から、1 時間と少しで前国師ヶ岳に到着
山頂から見える朝日岳～金峰山の稜線が、とても素晴らしく
山肌にはほんのりと、赤が色づき始めていました。
国師ヶ岳をすぎて、破線ルート上にある、天狗岩までは急な勾配の岩場でしたが、
しゃくなげ群生の林道は、
五月には美しい花を咲かせるだろうと、想像しながら歩くと、香りまでも現実のように芳しく漂うような気持
ちにもなり、
今回は 5 時間と軽めのハイキングでしたが、なかなか楽しい山行となりました。
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一切経山

(1949ｍ)

・安達太良山(1699ｍ)散策

（福島県福島市）

（福島県二本松市）

【ﾒﾝﾊﾞｰ】Ｌ.山﨑、新島、下川(車提供)、澁谷、平野、森(花江)
【日 程】2017(平成 29).10.9(月)～10(火)
10/9(月) 5:30 獨協大学前(草加松原)駅→東北自動車道→郡山ＪＣ→磐越自動車道→福島西ＩＣ→
髙湯温泉→磐梯吾妻スカイライン→10：15 浄土平～11：00 酢ケ平～
11：35 一切経山～酢ケ平～鎌沼周遊～13：00 浄土平～13：30 吾妻小富士お釜一周～14：
30 浄土平→磐梯吾妻スカイライン→湖見峠→土湯峠→横向温泉→高森→中の沢温泉→
17:00 沼尻温泉 のんびり館(泊)
10/10(火)8:00 宿舎発→8:30 駐車場･安達太良山沼尻コース登山口～白糸の滝～湯の花採取場～
船明神山登山道へ移行～白糸の滝展望台～11:30 駐車場･登山口→磐梯吾妻スカイライン
→吾妻八景･滝見峠(紅葉見物)→浄土平→髙湯温泉→福島西ＩＣ→磐越自動車道→郡山Ｊ
Ｃ→東北自動車道→19:00 獨協大学前(草加松原)駅
【経 費】高速道路通行料＝4,450＋5,980＝10,430 円、外環＝510 円×2＝1,020 円
ガソリン代＝3,144＋4,778＝7,922 円、浄土平環境美化費(駐車場＝500 円
車利用負担＝5,000 円

合計 24,872 円/６人＝4,145 円≠4,500 円/人

宿泊費(20% Off ｸｰﾎﾟﾝ利用)@8,790 円

合計 1 人当たり＝13,290 円

10/9(月) 一切経山

記：新島 和子

山﨑正夫さんとお約束したのはいつのことだったでしょうか。
「素晴らしい景色を見せてあげる」と…今年になってやっと実現することに。
硫黄の匂いが漂う浄土平駐車場を出発。酢ケ平避難小屋までの木道で目ざとい下川さん、ブル
ーベリーを発見！食べたいところですが先へ。吾妻小富士を右手に、鎌沼や酢ケ平を見おろすよ
うにゆるやかに頂上へ。北側に火口湖の五色沼が。
「魔女の瞳」の別名を持つほどに素晴らしい！
引き込まれるほどの美しさ。
酢ケ平湿原まで降りて鎌沼へ。名前の通りに鎌の形の大きな沼。湖畔からの景色がどこか外国
を思わせる、静かでずっと居たい落ちつく場所でした。
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浄土平に戻って吾妻小富士のお釜を一周、強
風で飛ばされそうでした。
福島の紅葉は赤色が多く黄色、緑のコントラス
トが素晴らしい。満喫の一日でした。
磐梯吾妻スカイラインから車窓の紅葉を楽
しんで今日のお宿、沼尻温泉「のんびり館」へ。
とっても美味しいお食事とほっこり温泉、最高
のお宿でした。

L 山崎さん、参加の皆さま、秋を満喫して楽しい山旅でしたね。ありがとうございました。
10/10(火)

安達太良山散策

記：山﨑 正夫

新島会員を誘ったものの、他の参加者の都合で中止になった 2012(平成 24)年 11 月 7(水)～8(木)
の一切経山山行。
その後、2013(平成 25)年 12 月 14 日(土)開催の山の会の忘年会で、「約束どおり連れって。」と
催促された山行。
今回、やっとのことで、新島会員を主賓に、実行の運びとなる。
やっと、その約束を無事果たし、ホットしました。
ところで、本日の天気予報は曇り、後、雨。
リーダーとしては、参加の皆さんを私の好きな沼尻コースの船明神山、牛ﾉ背、乳首、馬ﾉ背、
鉄山、しゃくなげの塔、胎内潜り、そして、毎年ヨーロッパの国々から先生として招聘されてい
る盆栽家が以前の山行で、暫く見させて欲しいと言って、その結果、１時間以上その場に留まる
ことになる自然が作った石組みが素晴らしい日本庭園、ちょっと懐かしい湯の花採取場を回るコ
ースにお連れしたかった！
が、
「こんな雨が予想される、そして、その雨の中を、風が強いことで有名な安達太良山の稜線
を歩きたくない！！」という、皆さんの御言葉、そして身から出るオーラを感じて、とても沼尻
コース完歩は言い出せず、
「それでは、紅葉のいいとこ取りのコースを散策して、雨が降る前に戻
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りましょう。
」と言うしかありません。
沼尻コース登山口から、危険注意の表示のある白糸の滝へのコースを、素晴らしい紅葉を楽し
みながら、湯の花採取場へと進む。ここでゆっくりして、そこから９０度の方向の船明神山登山
道への急登を進み、さらに、白糸の滝展望台を経由して駐車場･登山口へ戻った。

登山口の入口にある、今は進入禁止になっている沼の
平で死亡した越谷市・新座市の２名を含む会員４名の
虹の会の遭難碑を参拝して、雨の降る前に散策を終了。
昨日通った磐梯吾妻スカイラインを戻り、昨日は車・
人で満員でゆっくり見物することが出来なかった吾妻八景の滝見峠を、今日はじっくり紅葉見物。
前日、桃などの特産品を購入したフルーツロードを経て、往路を草加に戻った。
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飯縄山
1班

会員バスハイク

記：江崎 直子
◆山行日：2017 年 10 月 14 日～15 日
◆山行者： L 石井(美)・下川・杉山・張替・小林(真)・新島・江崎・畑野(順)

今年もバスハイクをとても楽しみにしていました。
私たち 1 班 8 名は石井リーダーを先頭に登山口の鳥居をくぐり登っていくと
紅葉の中数々の石仏に出合い、登り登りで湿気が多く道も滑りやすく大変な所もあり
ましたが頂上に着くと曇っていた空にお日様が顔を出してくれました。
仏様のお蔭でしょうか、幸せな気持ちでお昼をいただきました。
夜は同室の方々の物語の様な話に聞き入ってしまいました。
2 日目、リーダーは皆の体調をよく見てリードしてくださり無事、中社へ着くことが
出来ました。
楽しい 2 日間でした、実行委員の皆様お疲れ様でした、本当にありがとうございまし
た。
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飯縄山会員バスハイク

２班メンバー

(Ł)浅井昭、山本、鈴木勝、和田、大門、兼堀恵、出口、平野

登山口から班ごとに出発しました。鳥居をくぐり緩やかな登山道で石仏を確かめながら歩
きます。雑木林の中は霞んで静かなたたずまい。石仏に出会えるのは戸隠神社があり山岳信
仰の霊山だからでしょう～子供みたいだけど１合目、２合目…と石仏に出会いながら頂上に
進めるのは嬉しいものです。樹林帯を抜けて振り返ると雲海で紅葉の赤色が鮮やかでした。
下山との分岐まで来たらもう少しで南峰。飯縄山の山頂は南峰を真っ直ぐに通過し 10 分程
で到着でした。思っていたより広い。山頂で是非見たかった北信五岳は眺めることができな
くて残念でした。下山道は昨日の雨のせいか足元が悪く急な下りで注意しながら歩く。緩や
かな下りになった頃から足元の落ち葉がきれい。あざやかな黄色の葉っぱが絨毯みたいでと
っても心地よい歩きでした。
今宵の宿は、かやぶき屋根の宿坊で草加山の会様の貸し切りでおいしいお酒とおいしい食
事が用意されて楽しい時間でした。
2 日目は神社参拝組とお風呂組に分かれて行動です。
しっとりとした小雨の参道を奥社まで歩く。朱色の隋神門からは巨大な杉並木が続いて気
持ちが引き締まる。奥社では思い思いに参拝してきました。
奥社へ行く前に中社前の人気の蕎麦屋に予約したのであまり待たずにお蕎麦いただけまし
た。おいしかった！！
二日間のんびり歩けていろんな事を感じながらパワーをもらいました。
実行委員の皆様ありがとうございました。お疲れ様でした。
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記：平野祥子

会員バスハイク第３班「飯縄山の登山と戸隠神社奥院詣で」
期日：２０１７年１０月１４日～１５日

記：松浦

剛

パーテー：Ｌ，染谷、松井、小林いつ子、松浦、山崎正夫、渋谷久美子、鎌形、森律子、
１０月１４日（土）曇り
５時３０分：獨協大学駅西口を降りしきる雨の中バスが出発する。天気予報では新潟方面は
曇り空なので、それに期待して飯縄山に向かうが、長野に入ると雨も小雨となり、よく整備
された戸隠高原の登山口に着く頃は雨もやみ、みんな元気に出発する。鳥居をくぐり登山道
は緩やかに登っており、不動明王の石仏が迎えてくれる。此れから山頂稜線まで、１２種の
菩薩石仏が我々を迎えてくれ、山頂へ招いてくれる。登るに従い木々の紅葉も現れるが、周
囲はガスで霞んで、展望は無く樹林帯をひたすら登る。やがて山頂稜線が見えると、道はつ
づら折れの急登となり、眼下は雲海となるが展望は得られない。稜線に出ると少し下り小さ
な飯縄神社を過ぎると、前方に丸い広々と
した山頂が見えてくるとひと登りで山頂だ。
１３時少し前に山頂に着き、全員集合して昼食とする。食後集合写真をとり下山となるが、
山頂稜線を過ぎてもしばらくは緩やかであった尾根道もやがて急降下し、岩がゴロゴロして
下降しづらくなってくる。やがて道も穏やかになり、周囲は美しい黄葉の林となるが、暫く
下降しアスファルトの林道に出ると、4 時前には今夜の宿も近くなる。宿はかやぶきの門が
あり、中々古風な建物で、過ってはお寺で有った敷地に建てられている。何時もの様に宿に
入ると風呂に入り、部屋で酒を飲み６時に夕食となり、楽しい時間を過ごす。

3 班、山頂にて
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10 月 14 日（日）曇り小雨
8 時前に宿を出てバスに荷物を入れ、戸隠神社奥社に向かう。中社前の蕎麦屋に行き、昼食
の予約を入れ、バス道路を戸隠神社奥社に向かう。戸隠森林植物園内を散策しながら、奥社
の参道に向かう。道は参道大鳥居の前に出て、鳥居をくぐり参道に入る。

戸隠神社奥社への参道
黄葉した林の中の参道は清々しく、素晴らしい。参道中間にある髄神門をくぐると、朝霧の
中大きな杉並木の参道となり荘厳な雰囲気が漂ってくる。最後は階段の坂道となり、しばら
く苦労させられるが、今にも雨が降りそうな中、戸隠神社奥社にたどり着く。奥社は大きく
はないが、立派な神社でありお祈りし、御朱印を頂き帰路に就く。参道からはバス道路から
離れ、左側の山道を通り、戸隠神社中社に出る。予約した中社前の蕎麦屋で蕎麦の昼食をと
り、バスに向かう。12 時には全員集合し、楽しかった戸隠高原を後にして、草加に向かう。
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会員バスハイク「飯縄山」

4班
記：浅井祐子

L.浅井ゆ、木原、八並、畑野仁、兼堀善、森花、四宮、
まずは私、
「飯縄山」に謝罪せねばなりません。この原稿を書くまで「飯綱山」とばかり思って
いました。由緒ある北信五岳の名峰「飯縄山」にごめんなさい。
さて、皆さん周知の通り浅井祐子の 8 年に及ぶ「なんちゃって介護」がついに終止符。浅井母
が他界し間もない為、今回の会員バスハイク参加が危ぶまれたが、90 の大往生ということで
母も笑って許してくれるだろうと勝手に解釈し参加を決定。久しぶりの泊り山行で嬉しさは隠せ
ない。
草加を順調に出発。流れる車窓の景色もひと際鮮やかに感じるのはやっぱ解放感～??
高速を長野で降りればいつしか真っ赤な林檎畑、そして赤黄に彩られた美しい樹々たち。
登山口は霧が漂い幻想的な雰囲気をかもし出す。鳥居をくぐり一不動、二釈迦、三勢至…。と
久しぶりに喘ぎながら登るこの身には嬉しい限り。各班で追い越したり、追い越されたりと
これまた楽しいご挨拶。残念ながら好天とは行かぬが雨粒が落ちぬだけ幸運と思わねば。
広い山頂で昼食を取る間はほんの少し青空も見え雲海の景色も楽しんだ。が、展望は望めず
早々に下山となる。
天候はいまいちだが紅葉をたっぷり楽しみ下山口から直行できる本日のお宿へ向かう。
戸隠神社中社のすぐそばの古めかしい情緒たっぷりの宿は貸切というからこれまた嬉しい!!
早速のお風呂を頂き、男性軍の部屋へと一杯やりに行く。このひとときがたまらないのだよ。
二日目は戸隠神社奥社組と小鳥が池散策組とに分かれ、名物戸隠蕎麦を味わい帰路に着く。
実行委員会の皆さんには準備から各段取り、車中のおもてなしまで、本当に感謝です。
ちょっとしょっぱいことを記させて頂けば、参加者が少なすぎるよ～!!
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会員バスハイク 飯縄山・戸隠神社
実行委員 四宮 慎太郎
◆山行日：2017 年 10 月 14 日～15 日
◆山行者：31 名（1 班

8 名・2 班 8 人・3 班 8 人・4 班

7 人）

◆コース
10 月 14 日

一の鳥居駐車場 10：05-駒つなぎの場 11：30-飯縄山 13：10-萱ノ宮 14：45-西登山
口 15：15-横倉旅館 15：35

10 月 15 日

戸隠神社 奥社
小鳥が池～神告げ温泉

山行報告は各班の報告におまかせするとして、実行委員として一言お礼の言葉を記させていた
だきます。
会山行のリーダーもやったことのない私が総会で実行委員を命ぜられ、正直どうなることかと
思いました。最初の例会での参加希望者は二十数名でしたが、最終的には３１名の方に参加いた
だき、みなさんが飯縄山登頂を果たされ、翌日も思い思いに戸隠を楽しんでいただき、ほっとい
たしました。
心配された予算も、多くの方に差し入れをいただいたおかげで、わずかですが返金をすることが
出来ました。
私自身、会員バスハイク参加は始めてだったわけですが、大勢のみなさんとバスを仕立てて行
く山行の楽しさを堪能させていただき、あらためて草加山の会のチームワークのよさを感じまし
た。
今回、たくさんのアドバイスをいただき、いろいろと準備をしてくださった畑野さん （下見
もしていただき、安心して登れました）
、めんどうな会計を引き受けてくれた出口さん、班編成・
部屋割等をしていただいた森さん、実行委員のみなさんには大変お世話になりました。そして、
いたらぬ私に文句も言わずにご協力いただいた参加者の方に心よりお礼を申し上げます。最後に
下手な俳句を…

散る紅葉 踏みしめ歩く バスハイク
たちこめる 霧もまたよし 戸隠社
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2017年 会員バスハイク収支報告
日
場
参

加

人

時
所
数

収

入

会

費

支

出

10月14日（土）～10月15日（日）
飯縄山
31名

31 名

20,000 円

620,000

交

通

費

貸切バス代
高速代
バス運転手御礼

227,340
30,600
3,000

宿

泊

費

横倉旅館
32名（バス乗務員宿泊、夕食時飲み物代含む）

260,832

飲

食

費

飲み物・菓子（事前購入）
10/14、15
飲み物・氷

そ

の

他

ビンゴカード
DVD
ゲーム景品

19,628
4,848
734
2,518
7,020

反

省

会

費

22,000

支

出

合

計

578,520

返

金

残

金

31 名

1,000 円

31,000
10,480

※残金は、草加山の会運営費に組み込みます。
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岩

手

山

(2083ｍ)
記：山崎

寧子

【ﾒﾝﾊﾞｰ】 Ｌ.山崎寧子、会員外２人
【日 程】 2017(平成 29).10.16～18
【行 程】
東川口駅南口ロータリ 0:00
→浦和ＩＣ→ 東北自動車道 阿武隈 PA 仮眠→滝沢ＩＣ→馬返しキャンプ場登山口
10:00 馬返し登山口（柳沢コース） - 14:31 鉾立 - 14:51 不動平避難小屋 - 15:43 薬師岳 16:22 不動平避難小屋（泊）
06:00 不動平避難小屋 - 07:44 1451m 地点 - 09:54 不動平避難小屋 - 10:13 鉾立 - 13:27 馬
返し登山口（柳沢コース
【感 想】
雲取山テン泊登山の予定が天候不順のため、岩手山に変更
３度目にして、やっと登れた岩手山。
標高差 1500m の登り下りよりも強風の寒さが厳しかった。
貸しきりの不動平避難小屋は、20 名程度が泊まれる小綺麗な小屋で、外はしごを登り、窓から
中に入る冬仕様になっていた。
中に入ると、小窓からの日差しが優しく疲れた体を癒してくれた。
早めの夕御飯をすませ
交代運転とはいうものの、片道 600 キロ移動で疲れたか爆睡。
１日目快晴の空も、２日目には真っ白で何も見え
ず。
天候悪化は覚悟していたけれど、まさか一日で大
地が真っ白になるとは！
そして、ひぇー！の強風の寒いこと、痛いこと！
それでもお鉢めぐりに、時折見る北上平野に感動
し、プチ冬山登的な岩手山を満喫した。
下山後は、再びの 600 キロ移動 登山時間よりも
長い移動時間(笑)
購入して 10 カ月、走行距離 10500 キロ超えの愛車
と、ポンコツながら、動くこの体に、
「感謝」
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黒部峡谷・下の廊下「旧日電歩道」の歩行

松浦

剛

期日：２０１７年１０月２７日（夜）～２９日
ルート：２８日・黒四ダム～旧日電歩道～十字峡～阿曽原温泉
２９日・阿曽原温泉～欅平トロッコ電車駅
参加者：Ｌ鈴木、松浦、森律子
１０月２７日（夜）
２１時００分、獨協松原西口集合、大町の扇沢近くのタクシー会社に向かう。台風が近ず
いており、関東地方は土日雨の予報であるが、現地の予報と天気図から富山地方は２８日
は雨は降らないと判断して出発する。中々きわどい判断で有った。
１０月２８日（土）曇り
１時００分、扇沢近くのタクシー会社に着く、天幕を張り仮眠する。
５時３０分、起床し６時ごろタクシーにて扇沢トンネルトロリーバス駅に向かう。辺りは
大分紅葉しているが、本番はこれからであろう。
６時３０分、トロリーバス駅着。始発まで１時間ほど待つことに成る。
７時３０分、始発トロリーバスにてトンネルの中を黒四ダムに向かう。黒四ダム駅はトン
ネルの中であるが、脇に抜けるトンネルを通り黒四ダム脇の外に出ると、山道がある。
８時００分、黒四ダム脇の山道を下降して、黒部川の川床に向かう。周囲の高山は既に白
く雪化粧し冬の気配が濃厚に出ている。高曇りの空は安定しており、雨の心配は無さそう
だった。黒部川の川床に立ち、黒四ダムを見上げるが、意外に小さく見える。上から見た
方が大きく見える様だ。小さな橋で左岸に渡り、いよいよ旧日電歩道に入る。周囲は紅葉
し、大変美しい。初めは河原に近い歩道を通るが、段々と川床から離れ、岩壁に切られた
歩道を通る様になる。両岸が狭まり岩壁に囲まれる様になると、黒部渓谷の素晴らしい紅
葉が始まる。
黒部川が少し曲がりうねると、大タテガビンと丸山の東壁の岩壁が左に聳える様になる。
岩壁の下は美しい深紅の紅葉と黄葉に覆われ素晴らしい。ここは内蔵助谷ので出合いであ
る。
やがて対岸に黄葉に囲まれた美しい２段の滑滝を眺めて進むと垂直の岩壁に丸太の梯子が
かかっており、登りきると下降し水平道に戻る。暫くすると谷が大きな雪渓に覆われて居
るのが目に入るが、雪渓脇の捨てなわの付いた岩場を登り、雪渓の上に出て歩いて水平道
に戻る。
白竜狭を過ぎ、両岸の紅葉と黄葉の美しさは益々豪華になるが、日の光が無いのが残念だ。
幾ら歩いても一向に十字峡に着かず、うんざりする頃やっと十字峡にたどり着く。
１３時００分、十字峡着。十字峡は左岸から剣沢が、右岸から棒小屋沢が黒部川に流れ込
んだ場所だ。我々は左岸の剣沢を吊り橋で渡り、十字峡を眺める事が出来た。岩場が水流
で削られた滑となり、深い瀞を形成し青い美しい水が流れている美しい場所だ。暫く歩き
岩壁に切られた水平道から下を覗くと、黒部の流れは遥か下になってくる。今日は朝から
中高年パーテーは我々のみで、若いパーテーばかりの中で抜きつ抜かれつしていた。
１３時５０分、Ｓ字狭を眼下に眺め、岩壁に切られた山道を行く。岩壁に囲まれたＳ字狭
周辺は紅葉も素晴らしいが、青い美しい水の流れが印象的だった。山道は岸壁に切られ気
を付けながら通るが、上から滝の様に水が流れている場所があり、半身ずぶ濡れとなり通
過する。
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前方に送電用のトンネルが見えると、ダムのある発電所も近くなる。黒部川を吊り橋で右
岸に渡り、車道を暫く行くとダムの在る静まり返った発電所に着く。

Ｓ字狭の黄葉
岩壁に切られた山道
１４時５０分、発電所着。旧日電歩道は発電所内を通り再び左岸に渡り、山道に戻る。
しかし此処からは一気に高度を上げ尾根道を１５分程登り、やっとのことで水平道に戻る。
黄葉に覆われた山道は、今までと異なり穏やかな景観を呈して居た。やがて道は右に曲が
り１５分程急降下すると、阿曽原温泉の前に出て、小屋の娘さんに招かれて小屋に入る。
１５時５０分、阿曽原温泉着。思ったより時間が掛かり、やはり大変なルートである。温
泉小屋はプレハブ倉庫を利用したもので、ゆったりで１５名ほど寝られる部屋が、４部屋
ある。
小屋は明日の泊り客を最後に、冬に備えて解体してしまうと云う。夕食は美味しいカレイ
ライスで、寝る前に暫く３人で酒を飲む。我々の部屋は中高年ばかり集められていた。ほ
とんどの中高年パーテーは今朝は黒四ダムにある宿泊施設に泊まり、今朝早く出発した様
だ。
１０月２９日（日）雨
夜半からトタン屋根をたたく雨音が聞こえ、予想どおりの雨の朝を迎える。しかし思った
より小ぶりであり、５時頃起きて準備をする。朝食は取らずに昨夜のうちに弁当を受け取
る。
５時４５分、雨の中阿曽原温泉を出発する。温泉まで大分下ったので、早朝から尾根の苦
しい登りをして、水平動に戻る。道は昨日ほどの険しさは無いが、２本ばかり大きな沢が
黒部川に流れ込み、沢に沿って巻道が出来ており、大回りする事となる。大きなガレ沢に
は沢の下に長いトンネルが掘って在り、真っ暗な中を通過する。歩きやすいのかこの日は
予定道理に歩行が出来た。１時間ほど前に出発した中高年グループを行程の中ほどで追い
抜き、快調なペースで歩く。あまりアップダウンが無いのも、歩きやすい。しかし道は相
変わらず今年補修したと思われる丸太橋が多く、実に大変な崖の上の補修工事であること
が印象的だ。降ったりやんだりの雨も段々激しくなり、最後の欅平トロッコ電車駅までの
長い下降ではびしょ濡れになってしまう。
１０時４５分、欅平トロッコ電車駅着。やっとのことで着いた感がある。この長い険しい
道を黒四ダムの為に造った人々には感服するしかない思いであった。人間の力は素晴らし
い。
１１時４分頃のトロッコ電車に乗り、欅平を後にする。

48

記：兼堀

恵美子

★日
時・・・１０月３１日（火曜日）
★メンバー・・・Ｌ兼堀（恵）、中島、下川、澁谷、平野、阿部、畑野、松田、小野寺
★コース
南越谷駅 ５時４５分集合
南越谷＝＝西国分寺＝＝高尾＝＝塩山 ８時４４分着
＜バス＞塩山 ９時５分発――西沢渓谷 １０時５分着
西沢渓谷入口～ねとり橋～西沢山荘～三重の滝～竜神の滝～七ツ釜五段の滝～旧森林軌道
出会～ねとり橋～西沢渓谷入り口
＜バス＞西沢渓谷１４時４０分発――塩山着１５時４０分
塩山１５時５９分発＝＝高尾＝＝西国分寺＝＝南越谷１８時３０分着
昨年９月に計画したけれど中止にした為、再度計画し
ました。今回は紅葉を期待して！！
１０月になって２度目の台風が２日前に来た為観光課
へ問い合わせた所、大丈夫との事で予定通り決行するこ
とにしました。 当日は台風一過か快晴☀でした。また
その上に足を怪我して、しばらく休養していた小野寺英
子ちゃんが久し振りの参加と言うことで私としては朝
からウキウキでした。
ところが南越谷でアクシデン
トがあり、ドキドキに変わりましたが、皆さんの連携プ
レーで３０分遅れで無事西沢渓谷に到着することがで
きました。
売店でよもぎ餅を買って出発！！しばらく森林の中を紅葉
を見ながら歩き、西沢山荘からは山道へ・・
馬に引かれたトロッコが行き来したレールが所々に残っていて、昔馬と人間が転げ落ちたとい
う危ない所もありました。だんだん細道になりアップダウンも・・・やはり台風の影響か水浸
しの道や滝の水量が多くダイナミックでした。三重の滝～竜神の滝など幾つかの滝を見ながら
登り最後の七ツ釜五段の滝へ到着。とても美しく見事でした。 帰りは森林軌道跡をダラダラ
と下ってバス停に到着。
念願の紅葉、滝見山行は最高でした。同行してくれた皆さん有難うございました。来年はどこ
の渓谷にしようかな(^^♪

49

雲取山縦走（2017ｍ）
記：森花江、鎌形瑞枝
山行日：2017 年 10 月 31 日～11 月 1 日
参加者：L 鎌形、森(花)、出口、会員外 1 名
コース：10/31 南越谷 6:33＝7:47 飯能 7:54＝8:43 西武秩父 9:10＝三峰神社 10:25
神社参拝 11:00―12:50 霧藻ヶ峰―14:33 白岩小屋―16:30 雲取山荘
11/1 6:10 雲取山荘―6;40 雲取山―8:45 七ツ石山―11:40 留浦＝奥多摩駅
2017 年、秋、標高 2017m 雲取山に登ろう
極彩色の神殿が美しい三峰神社を参拝しました。安全祈願して樹齢 800 年の杉の大木のパ
ワーをもらって 11 時登山口を出発。快晴に恵まれ展望も良く、秩父の山々を見渡せました。
秩父宮殿下のレリーフ、仙人の碑があり話題は尽きません。
白岩山では鹿がお出迎え、目がキュウトな鹿さんです。遥か前方に山小屋の赤い屋根が
見えた。が、なかなか近づかない。小さなアップダウンが予想以上にキツイと感じる。や
っと小屋に到着.“Y2017×2017M”記念バッチうれしいプレゼントです。暖かい炬燵でビ
ールで乾杯。明日は雲取山山頂へ。黄金色のカラ松林、富士山どんな風景が待っているか
楽しみ。(森)
11/1 朝食が 5 時からと早い。トイレ(雲取山荘のトイレは外のみ)に外へ出ると、東京と
思えない星空が広がっており大感激。出発すべく外へ出ると日の出まじかでご来迎に出会
えました。30 分で山頂に。雲取山西暦 2017 年記念と立派な山頂標識が立っていました。
富士山、南アルプス、八ヶ岳等素晴らしい展望です。期待した黄金のカラ松は終わってい
て、下るに従い少し見られるようになりました。
小雲取山、五十人平を通過
七ツ石山着。山頂にはゴロゴロ石
はあるがどれが七ツ石なのか？下
って神社の所にありました。ここ
から、将門伝説の立て看板が続い
ています。
この後はひたすら下るのみ。樹
林帯で展望は望めず 1200m、バス
の時間を気にしつつ下る。鴨沢で
のバスは２時近くまでないので隣
の留浦まで頑張る。７分前に着き
乗る事が出来た。色々迷った末、
もえぎの湯で汗を流し、ビールで乾杯。当初の日程
は雨で日延べしたので、仕事を持つ二人には残念でした。また計画したいと思います。
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黒斑山✙高峰山
■ 日
程
■ 場
所
■ メンバー

Ｈ29.11.3（金）
記：小林いつ子
黒斑山と高峰山
Ｌ小林い・SL 浅井ゆ・兼堀善・尾崎・大門・森花・平野・澁谷・下川・
試 ・奥村 ○
試
鎌形・殿塚・八並・中川・浅井て・岸野 ○

■ 歩

5：30 獨大前駅西口出発―高速―8：40 高峰高原 P―9：00 登山口出発
トーミの頭―11：00 黒斑山頂―11：50 蛇骨岳ピストンー12：40 分岐
13：50 黒斑下山
＊高峰山参加組のみ 小林・八並・岸野・大門・森花・尾崎・平野
2：00 高峰神社鳥居出発
往復 90 分

程

一週間程前から寒気で高峰高原周辺に雪が降り、タイヤの冬装備が必要となり、急な
対応に車を提供して下さったり、する筈だったりした皆さんには大変ご迷惑をかけた。
当日の黒斑・高峰高原周辺は最高の秋晴れで道路も山道も全く心配はなかった。
という訳で、3 班に分かれ登山を開始。雪は無い！風も無い！寒く無い！天気の心配無い！
心配性の私は正直ハラハラドキドキしていたのだ。
その分、人出は多い。班行動とは言え大人数なので、道を譲りながら登っていく。
途中、八ヶ岳・南北アルプスの峰々を眺めることが出来た。富士山・槍が岳などははっきりわ
かるが、他の山は方向などで大体創造するので、合っているのか？どうか？全くあやふやなも
のだ。
11 時頃、黒斑山頂に到着。たまたま空いてい
たので思いがけずゆっくりランチが出来た。
この日のメンバーは女子 12 人、男子 4 人。合コ
ンなら最高に幸せな男性陣だ。
更に小ぶりなスーパーと一緒に歩いているよう

なものだから！幸せ太りも夢では無い！！

えー！柿にミカン・菓子・漬物・コーヒーは
如何～・・・・
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蛇骨岳までは暫く樹林帯を下る。泥んこでぐちゃぐちゃだったり、凍っていたり、薄っすらと
雪が残っていたり、滑らないように気を付けて降りた。浅間山の側が開け気持ちの良い道に出
た。片側が崖なのですれ違うのに困
る。
皆さんには初夏の陽が長くなってか
らの谷に降りての山行を勧めたい。
コースタイムが 3 時間増えるが、素
晴らしい山行が楽しめる。
いつもの山歩き・岩っぽい道・谷へ
の下り・天然ブルーベリー園の散歩
など、一日で色々楽しめる素晴らし
い山域です。是非どうぞ！
二時前に黒斑山下山。ここで高峰
山ハイキング組 7 人。と風呂組 9 人
に分かれた。
高峰山はホテルの脇から鳥居をくぐり、まず 20 分ほどの登り、黒斑山から荷物も下さず向かっ
た。短いが、一旦下山してからの登りなので、足も気持ちも辛い登りだ！午前中に自分たちが
登ったところを、別な角度で眺めることになった。何とも不思議な気分でる。
辛い登りはすぐ終わり、後は軽い登り道のみ。山頂は小高い岩山になっていて眺めがよい。剣
と社があり、高峰神社奥社と言ったところである。
山頂からは黒斑山周辺や浅間山はてっぺんだけが見える。
下の方には眩しいカラマツの紅葉の海だ。

下山して、風呂組の皆さんと合流し帰途に就く。帰りはカラマツが夕日に染まり、赤く光り素
晴らしい眺めだった。途中、りんご園に寄りお土産を買ったり、楽しみ尽くした一日だった。
いつもの事ですが、天気には本当にヤキ
モキしますね。
皆さんのご協力に心から感謝いたします。
有難うございました。
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中山道 NO.12
（下諏訪～奈良井）
記：澁谷

久美子

◆山行日：平成 29 年 11 月月 11 日～12 日
◆山行者： L 石井(美)・中島・阿部・畑野(仁)・兼堀(善)・平野・鈴木(廣)・鎌形
染谷・小林(い)・浅井(昭)・森(花)・杉山・兼堀(恵)・木原・出口
大門・澁谷
◆コース：1 日目…下諏訪駅～塩尻峠～塩尻宿～塩尻駅～（電車）奈良井
にえかわじゅく

せ ば じゅく

2 日目…奈良井宿～贄 川 宿 ～本山宿～洗馬 宿

11 日(土)
歴史の街、下諏訪を 9 時 35 分に出発しました。
すぐに大灯籠があります、文政 12 年(1829 年)建立、この灯籠から春宮・秋宮を結
ぶ中山道を一辺とし、三角形を三角八丁と呼んでいて灯籠から春宮・秋宮までが
八丁との事。
下諏訪を出て途中あちらこちらを見学しながら 2 時間、石舟観音から塩尻峠へと
向かいました。1 ㎞程度は結構きつい登り、途中で昼食をとり頂上(1055m)へと向
かいました。展望台では諏訪の町並み、諏訪湖、富士山を眺める事が出来また。
しばらく下り坂「明治天皇塩尻嶺御前水」の石碑、「茶屋本陣跡」「親子地蔵」「東
山一里塚」畑の中の「首塚」「胴塚」と過ぎいよいよ塩尻宿に入ります。
「脇本陣跡」「阿礼神社」国指定重要文化財の「堀内家住宅」また塩尻宿に入ると
屋根上に諏訪地方特有の切妻屋根に設けた棟飾り「雀おどり」が目につきました
屋根から落ちる雪除けだったものがデザインとして進化したものだそうです。
「大門神社」「耳塚」などを見学し、駅へと行き列車で奈良井まで移動しました。
奈良井宿は江戸時代にタイムスリップしたような宿場で「木曽の大橋」「重要伝統
的建造物群保存地区」の町並みを見学し、本日の宿“しまだ”へと・・・・
もちろん宿場の中です。
夜、外へ出てみると木曽の大橋のライトアップ、星の輝き、静かな町並みに寒さ
も忘れてしまうほどでした。
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12 日(日) 奈良井から洗馬まで 18k を歩きます。
贄川宿
奈良井川の両岸に迫る山の間の小さな宿場町。
福島関の添番所(贄川関所)があります。「贄川のトチ木」堂々たる巨木、樹齢 1000
年にビックリでした。
本山宿
「そば切り発祥の里」格子戸の古民家が点在し風情ある町並みが続いている。
「脇本陣跡」「秋葉常夜灯」「是より南木曾」の道路標識と続き、日出塩駅で昼食
を、トイレが使用できなく近くの寺「長泉寺」で借りる事になりました。
小林いつ子さんが寺の奥さんと話をし、寺の中のトイレまた座敷まで拝借できる
事になりました。茶・菓子・梅の酢漬、漬物をごちそうになり、帰りには木曽塗
の箸までいただきました。
地方の人のやさしさにふれ、楽しい街道歩きが出来ました。
洗馬宿
昭和 7 年(1932 年)の大火で昔の建物はほとんど残っていない。
「分去れ道標」に「右中山道・左北国往還 善光寺道」と刻まれていた。
江戸時代にタイムスリップした町並みを楽しみました。
次回 4 月の街道歩きが楽しみです。
みなさんご苦労様でした、リーダーの石井様ありがとうございました。

塩尻峠から見る諏訪湖

贄川のトチの木
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王城山～高間山
（1123m・1342m）
記：鈴木

廣

◆山行日：平成 29 年 11 月 3 日
◆山行者： L 鈴木 廣・井口宮子・出口栄子
◆コース：草加 5：30＝伊香保 IC7：50＝登山口 9：00＝出発 9：20＝傘木 9：45
＝古城 10：40＝高間山山頂 12：08 昼食＝下山 12：40＝古城 13：40＝
王城山山頂 13：50＝傘木 14：15＝登山口着 14：40
週末はいつも雨降り、計画しても流れた。（金峰山）
今日も朝方まで雨だったが、回復する予報なので心配はなかった。
出口さんの参加で一人で行くことがなくなり嬉しい気分で出発した。
登山ゲート着そして王城山へと向かう。落葉を蹴散らしどんぐりを蹴飛ばしながら進み深ま
る秋を感じた。
五合目傘木に着き休みを取る。ここまではまるで道路これからやっと狭い山道となった。
八合目中棚尾根、右を登れば王城山山頂だが帰りのコースにキープ、岩壁を巻いて輪の付い
た鉄筋棒が撃ち込まれ、それにロープがはられて狭い。左が谷のように切れ落ち足元に注意
しながら行くと東の頂上古城（奥社）に出る、そして高間山へと向かった。
ススキの道にカラマツの紅葉が目に入る。中之条側のゲート近くから高間山登山口、一般向
きではないこの山は膝までの笹原から始まり急登ですぐに腰上までの高さになった。疲れて
休んでいた一人を追い抜き誰もいない山頂に立つ、狭いが三人で食事をとり下山した。
帰りはスイスイ古城へ、最後の王城山ここでも誰もいない、視界は良く浅間山・草津白根山
など見て下る。分岐の中棚尾根から元来た道を引き返した。二人のお嬢さんありがとう。
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裏妙義周回(西上州)
(丁須の頭 １０５７ｍ)
記：山崎

寧子

【ﾒﾝﾊﾞｰ】 Ｌ.山崎寧子、鎌形、会員外１人
【日 程】 2017(平成 29).11.07
【行 程】 三郷ＩＣ5:30～松井田妙義～旧国民宿舎 8:00～丁
須の頭 11:30(登攀)12:50～烏帽子岩～三方境～旧
国民宿舎 15:00

7 時間

【感 想】
丁須の頭は、鎌形さんに 2 年前「登りたい」と言われていたの
がずっと気になっていて、
２年前、勝さんが鐙をかけてくれた時に、やり方を盗み見した。
そのやり方と、４年前に懇意にしていたガイドさんから教わっ
た、セイフティの取り方で登ることに。
貸切の丁須の頭で、しばらく景色を楽しんだのち、30ｍ弱ほど
の鎖のチムニーを下り、赤岩へ向う。岩壁のトラバースは前回
行ったときよりも、荒れていて。あったはずのアルミ板の通路
も、ほとんどがとりはずされ枯葉をよけながらホールドを探し
て進んだりして、スリルのある山道を楽しんだ。
今回の自分の課題は、
①あぶみの使い方、②スリングで作ったセイフティを使って登
ったり、鎖場を通過する方法をわかりやすく伝えること。③2
人に丁須の頭に登ってもらうこと。そして、④時間があれば空
中懸垂の練習。
自分が見ていない時に、セルフを正しくとってるかな。とか
安全に登るために、通過するためにどうしたらいいのかを、わ
かりやすく伝えることができるかな？とか考えて臨んだ山行だ
ったが、
「道具を使う技術があるのと、ないのでは安心感が違う
ね。」
「最初の 1 っ歩が難しいってネットで見たけどこれなら簡単に登れるね」と、言われた時に、
勇気を出して教えて良かったと思った。今日の晴天と同行仲間に「感謝」
裏妙義山行 丁須の頭登攀（鎌形さんの感想）
ネットの写真では分からない迫力に、ビビりました。行けそうで、やばいかも。が第一印象。
確かに一歩目が問題。リーダーが鐙をかけてくれた。初体験にワクワク！！
安全確保で、架け替え、架け替えゆっくり慎重に。
周りに障害物がない！！紅葉を見下ろす気分は最高！！遠くに北アルプス槍ヶ岳。
本年度締めに相応しい記念すべく山行になりました。リーダーに感謝です。
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本 白 根 山

(2165ｍ)

（群馬県嬬恋村）
記：山口
【ﾒﾝﾊﾞｰ】Ｌ.山口

敏雄、山﨑

敏雄

正夫

【日 程】2017(平成 29).11.12(日)～15(水)
【経 費】(新幹線代＋宿泊費)パック＝37,800 円
草加駅→上野駅＝420 円、南浦和駅→草加駅＝390 円

合計

38,610 円

１１月１２日から３泊４日の万座温泉の旅に誘われ、一度行きたかった志賀草津道路の渋峠
から芳ヶ平経由の本白根山周回山行を計画した。
11/12(日)
上野駅９時５０分の新幹線あさまで１１時０２分に軽井沢駅に到着し、ホテル送迎バス発車
待ちの間に万平ホテルや北軽井沢を散策した後、送迎バス停で山本会員にばったり会う(因みに
山本会員も同じホテルに宿泊)というハプニングを経て、１５時３０分に万座温泉に着いた。
万座温泉は海抜 1800ｍの谷筋に湧
出する日本屈指の硫黄成分を有する高
所温泉であり、あちこちから噴煙が立
ち登っている。
前日に降った雪が峰々を白銀に彩り、
青空のもと、夕陽に照り映える絶景を
楽しみ、夜には露天風呂から天空に輝
くオリオン座の三つ星とともに大四辺
形の星々を間近に見ることが出来、至
福のひとときであった。
11/13(月)
芳ヶ平へ
8:00 万座温泉～湯畑・薬師堂
登山口～10:00 北アルプス展
望 台 ～ 11:00 山 田 峠 ～ 11:30
避難小屋～志賀草津道路～牧干俣線～14:00 万座温泉
万座プリンスホテルを出発し、温泉最上部の湯畑に到着するも、硫化水素ガスによる進入禁
止表示板と、凍りつき滑る足元に気を取られ、登山口を見落とし、日進館方面へ行き２０分の
ロスタイム。
湯畑へ戻り、薬師堂横から登山開始。熊四郎山への分岐を経て山道を辿れば、先縦者一名分
の往復の足跡が続くも直ぐに消え、狐か狸の足跡のみが続く。
樹林帯を山田峠目指して登ること１時間で展望の開けた場所にて小休止。
笹藪の中を新雪のヴァージンロードを辿り、北アルプス展望の峰に着くと目前は池ノ塔山、
その先の３００名山の横手山と笠ヶ岳の姿に圧倒される。
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笠ヶ岳の上に妙高・火打連峰、左に高妻・
乙妻の山々。更に雪の白馬三山、不帰の
嶮(かえらずのけん)を隔てて唐松岳から
古武士の如き五竜岳・鹿島槍ヶ岳の後立
山の姿に７月の暴風雨に苦しめられた苦
闘の縦走を偲ぶこと暫し。この大観にす
っかり満足してしまった。
車両通行止めの志賀草津道路に下ると、
真新しい「日本中央分水嶺」の石柱の建
つ山田峠に到着。近くの石造りの避難小
屋越しに遙か遠くに目的地の芳ヶ平が望
まれた。
これから日本国道最高地点の池ノ塔山
を越え渋峠に至り、芳ヶ平に行くには、
それなりの時間と体力を要することに気
付き、雪の無い季節に行くことに計画変
更。
冬期車両通行止めの志賀草津道路から
牧干俣線を通り万座温泉に下った。
途中、地蔵山から芳ヶ平へ続く稜線上
の四ヶ所から噴煙が立ち登る荒々しい光
景に改めて活火山である白根山の凄さを
認識した。
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11/14(火)
本白根山(2165ｍ)
8:00 万座温泉～8:20 登山口～本白根山探勝道～10:32 探勝道最高地点～10:58 本白
根山展望所～(往路ピストン)～13:06 登山口～13:30 万座温泉
天気予報は曇り一時雨。登山口より良く整備されているが雪に滑る板敷きの階段を辿り、
針葉樹林帯を登ること２時間で探勝道最
高地点に到る。深田久弥が「日本百名山」
で、古代ローマの円形劇場(コロシウム)と
形容した中央火口(空釜)の外輪丘である本
白根山展望所に到るも小雨の中、浅間山、
四阿山、北アルプスの大展望は得られずに
往路をピストン下山した。
途中、シラビソ、オオシラビソ、コメツ
ガの大樹の分別を楽しみながら登山口に着
いたが、ホテルまでの登り道が一苦労であ
った。
露天風呂にて汗を流した後にビールにて
乾杯！
11/15(水) 万座山(1994ｍ)
午前１１時発のバス時間に間があるので、万座スキー場の頂上の万座山へ登って、再度、後
立山から北アルプスの大展望を見る心算でホテル８時出発。
直ぐに牛池を過ぎ、日進館の手前、万座亭横からスキー場に着き、残雪のスキー場を直登し、
１時間でリフト山頂駅。万座山頂への道を探すも背を越す篠笹に覆われて不明。山頂からの北
アルプスの展望を諦めて下山。途中、日溜まりの斜面で、ホテル用意の熱々のテイクアウト用
コーヒーを一服。至福の時を得る。
ホテルで最後の露天風呂を楽しみ、贅沢三昧の温泉山行を終了し、１１時の送迎バスにて軽
井沢へ。
軽井沢では、貸し自転車にて、旧三笠ホテ
ル、リゾート地軽井沢開発の祖、ＡＣショー
教会、旧軽銀座を堪能した。因みに、貸し自
転車屋では荷物を無料で預かってくれる所が
ある。駅前のコインロッカーは５００円。

帰途の新幹線の中でのボージョレヌーボー
解禁日に飲む地元産ワインの味は、又、格
別！！
元気で山登りが出来る幸せに感謝、感謝の
山行でした。山﨑さん，有り難う！
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九鬼山
（970m）
記：畑野 仁美
◆山行日：平成 29 年 11 月 19 日
◆山行者： L 木原・澁谷・兼堀(善)・兼堀(恵)・江崎・八並・平野・小野寺・下川・森(花)
畑野(仁)・奥村 お試し・・・今泉・土屋・高木・斎藤
◆コース：禾生駅＝9：40 発～杉山新道～富士見平～九鬼山頂上＝11：25 着～紺場休場
～札金峠分岐～林道終点～田野倉駅＝14：00
禾生駅から国道 139 号に出て大月方面へ歩く、リニア実験線が見える。登山口の看板を
見つけ右折してレンガ造りの橋のアーチをくぐり、坂を上るとその橋は水路だった。
まもなく愛宕神社コースと杉山新道の分岐、私たちは杉山新道へ進む。薄暗い狭い樹林帯に
入って行くと落ち葉に埋もれるように緩やかに登っていく、杉林に変わると沢が現れ渡渉。
ジグザグの登りが続くと段々急になって来る、山頂まで段差はないが登り一辺倒だ。
この日は天気が良く空も真っ青、風が強い予報だったので寒さ対策をして来たのに風がなく
暑くてたまりません。
時折紅葉したもみじがポツン、ポツンとある、木々の合間に真っ白になった富士山の頭がきて
きた。やっぱり富士山が見えるとうれしいですね～
広い稜線に出ると富士見平です、だ
けどここでは富士山に雲がかかり見
えませんでした。
山頂はすぐそこ、向かいの山並みや
下の町が見える。私たちと同じよう
なグループが先にいました、写真を
撮ってもらいお昼にしましたが寒く
なってきて、食べ終わるとすぐに下
山しました。急なザレ場の道で慎重
に下ります、やっと広い紺屋休場に
降りてきて、有るはずの「天狗岩は
どこだったんだろう」と言っていた
ら、GPS を見てくれて「反対方向に
来ている」との事、地図上で確認す
ると天狗岩は富士見平に戻るようになっていました。
もう戻れません！でも、このも下で予定していた道と合流するようなのでこのまま進みます。
札金峠分岐からはトラバース気味の細いちょっと怖い斜面を下ってジグザグ道をすぎ少しで
林道に出た民家が見えれば田野倉駅は近い。
お試し 4 人も参加いただいて、みなさん楽しい山行ができたでしょうか？
リーダー木原さん最高のお天気で良かったですね、お疲れさまでした。
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太平山(346ｍ)

忘年山行下見とリハビリ山行

平成 29・11・16（木）晴れ
記：石井文子
参加者：Ｌ．小野寺、小宮、山本、黒沢、石井(文) 5 名
コースタイム：獨協大学駅 7：30＝＝大平山登山口 9：00――分岐 9：15――謙信平 9：45
――大平神社 10：00――奥宮 10：15――山頂、浅間神社 10：25～35――
大平神社 11：00――謙信平昼食 11：25～12：25――登山口 13：20＝＝獨
協大学駅 15：30
去年の会員バスハイクの栗駒山
以来、みんなと登るのは一年ぶり
です。
英子さんに忘年山行の下見に行く
から、リハビリにと太平山登山に
誘っていただきました。
駅から歩くのは不安があるという
と、小宮さんに車を出してもらう
手配までしていただきまし
た。
9：00「文ちゃんのペースで歩いて
ね」と、いう言葉で、登山口にあ
る客人神社の脇の道を一歩一歩確
かめるように歩き始める。
一か月前は、登山靴が重く感じられたので時々登山靴を履いて散歩して、足慣らしをした
せいとても靴がなじんで歩けました。
9：45 謙信平到着、紅葉が綺麗で晴れているので、関東平野が一望でき、富士山、スカイ
ツリー、筑波山がはっきりみえました。
10：00 大平神社では登山の安全を祈願しました。
10：15 小さな奥宮到着、10：25 山頂（浅間神社）到着、風が強く吹き寒いので、下山し
ました。大平神社まで下りたら参
拝客が結構いて七五三のお参りを
している家族もいました。
12：25 昼食 茶店の美味しいふわ
ふわの卵焼き大根おろし添えを食
べました。
謙信平の茶店で本番の時、スープ
を作るので、場所を貸してほしい
とお願いしたらここは、神の聖域
なので禁止という、
近くにある青少年自然の家にも
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聞いたら、当日は予約が入っていて駄目といわれ、下山しながらスープを作れる場所を探
しながら歩きましたが、なかなか見つかりません。とうとう登山口に到着してしまいまし
た。山本さんが少し歩いたところにあるかもという事で、車で探したらちょうどコンクリ
ートの広い休憩所があり、ここに決めました。謙信平から下っていける場所です。
休憩も入れて約 4 時間、普通に山登りが出来た事が嬉しかったし、私の歩く速度に合わせ
てくれた、小野寺さん、山本さん、小宮さん、黒沢さんに感謝です。
これからは、少しずつレベルを上げ登山を楽しみたいと思います。
皆さん、よろしくお願いいたします。

大平神社境内
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秋（9～11 月）の山行記録
記：山口 裕史
富士山「主杖流し」バリエーションルート
山行日：2017 年 9 月 3 日
メンバー：L 山口裕、会員外
コースタイム：8 時間 13 分
富士宮五合口 6：30～6：47 六合雲海荘
～8：10 主杖流し取付～11：40 富士山
頂～14：32 富士宮五合口
いつか歩いてみたいと思っていた富士
山のバリエーションルート「主杖流し」。
当初は前日だったのですが台風接近に
より天気が微妙だったので 1 日ずらし
ましたが、これが正解。登頂まで天気
が良く日焼けするくらいでした。
これだけ富士山に訪れる人が多くなっ
た今日この頃、主杖流しは前後に 1 組計 3 名しか使っていない独占状態のルートでした。岩は、
フリクションがしっかり効いていて思いのほか歩きやすく、ザレは足を取られ非常に体力を消
耗するので、岩へ岩へと選びながら直登します。左手には南ア南部北部が勢ぞろいのレアな景
色を堪能。いいルートですね。
3300 位からは結構風が強くなりましたが、暖かかったので丁度よかったです。ガスで何も見え
なかったら萎えますが今回は晴れて満足の景色でした。もう、富士山は残雪期しか登りたくな
いと思っていましたが、少し考えを改めたくなりましたね。

天空の奥又白池
山行日：2017 年 9 月 23 日～24 日
メンバー：L 山口裕、会員外
コースタイム：1 日目 6 時間 7 分、2 日目 5 時間 53 分
上高地 8：00～9：15 徳沢園～14：03 奥又白池（テント泊）-翌日 9:10～13:15 徳沢園～15:00 上高地
前穂高のクライミングルートの拠点として昔はとてもにぎわっていたといわれる奥又白池に行
ってきました。
2500m 付近にたたずむブルーの湖面とそこから見
える前穂高の景色は、まさに天空の池と言うにふ
さわしい絶景でした。涸沢のように大勢が訪れる
ことなく、幕営は 5 パーティーのみでこの景色は
独占状態。奥又白池に映りこむ前穂高に、眼前に
広がる前穂高に、反対側に広がるたおやかな蝶の
稜線にピラミダルな常念岳を肴に飲んだお酒は格
別です。
次は五六のコルを越えて涸沢まで行くか、そのま
ま北尾根に取り付いて前穂高に登るか、夢は膨ら
むばかりです。
63

奥日光地図読みバリ 宿堂坊山～三俣山～シゲト山～黒檜岳
山行日：2017 年 9 月 30 日～10 月 1 日
メンバー：山口裕、会員外
コースタイム：1 日目 5 時間 20 分、2 日目 7 時間
西ノ湖バス停 9:20～9:30 西ノ湖～12:00 宿堂坊
山～ネギと沢のコル（水取ピストン）13:00～14:30
三俣山鞍部（テント泊）6:00～7:00 三俣山～9:10
シ ゲ ト 山 ～ 12:35 黒 檜 岳 ～ 12:55 千 手 ヶ 浜 ～
13:00 バス停
県境のルート無しの山を繋げる地図読み山行に
行ってきました。
地図無しルートも思った以上に笹漕ぎがなかっ
たのと、宿堂坊から三俣山までの県境はブリキ
マーク連打で思いのほかわかりやすかったので、
道なき道ですが、なかなか歩きやすかったです。
基本的に 1700～1900m の尾根なので樹林帯。展望はほとんどないのですが、皇海の姿が印象的
ですし、富士山が見えたのは驚きですし、たまーに見える景色に喜びひとしおでしたね。レア
な三角点、色づき始めた紅葉、西ノ湖と中禅寺湖、静かで独占のタフな山歩きに満足度はかな
ーり高かったです。
ここを歩いたらやっぱり白根～宿堂坊の尾根、三俣山～皇海～袈裟丸の尾根も繋げたくなりま
すね。マニアックですがやりがいがありそうですわ～♪

秋の甲斐駒から鋸岳（途中撤退）
山行日：2017 年 10 月 8 日～10 月 9 日
メンバー：山口裕、会員外
コースタイム：1 日目 8 時間 35 分、2 日目 5 時間
35 分
北沢峠 7:35～9:00 双児山～9:45 駒津峰～11:10
甲斐駒ヶ岳～13:00 六合石室～16:10 中ノ川乗
越（テント泊）7:50～11:00 熊穴沢～12:15 丹渓山
荘跡～13:25 バス停
甲斐駒は今まで軽身でしか登ったことがなかっ
たので、荷物を担ぐとなかなか大変です。そうはいっても、山頂まではまあまあのペースで歩
き、石室までも快適な下りでした。石室の水場、降り 7 分登り 10 分程度で思いのほか急坂です。
出来ればサブザックを持ってきたかったところでした。水は冷たくて旨いよ。
今回は翌日の時間短縮のため、中ノ川まで向かうことにしました。残念ながら途中でガスの中。
まーほぼ樹林帯なので諦めがつきますが…。中ノ川へ残り 5 分地点でアクシデントが発生。幸
い大きな事故にならなくて良かったですが、眼鏡破損のため翌日の岩稜帯での行動は危険と判
断し撤退となりました。熊穴沢への下りの最初はかなり急でガレているので、慎重さを求めら
れます。対岸から見た時にはあんな急斜面を下ったの？って見えるくらいの感じです。降った
のち、渡渉 3 回あり、1 回目は靴を履いたまま行けましたが、残り 2 回はどうルートを見ても
無理そうだったのでハダシで渡りました。めっちゃ水が冷たくてたまらんですわ。来年、また
リベンジしたいと思います。
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県岳連読図・アクシデント対応講習・研修会
山行日：2017 年 10 月 14 日
メンバー：沼田、山崎寧、山口裕、会員外
今週は埼玉県岳連の読図、アクシデント対応講習・研修会に参
加してきました。真澄君、寧子さんとは久しぶりに一緒です。
彼らは 2 日間ですが、山口は 1 日目のみ受講。
以前、県岳連の負傷者対応の講習会は受講したことがあります
が、今回はどちらかというとアクシデント対応がメイン。ツエ
ルト泊は何回かやったことがありますが、今回は更に使い方を
いろいろと教えてもらうことができて結構勉強になりました。
17 時過ぎからは読図講習。吾野の低山の山の中にヘッドライト
で地図を見ながら歩きます。今まで読図山行は何回かやったこ
とがありますが、いずれも明るく地形も見やすい中でのこと。
低山樹林帯の中、暗闇で視界がないことで周りの雰囲気は情報
として全く入ってきません。頼れるのはコンパスと地図のみの
状況。10 秒歩いては歩いている向きをチェックし、尾根にぶつ
かれば地図で確認しながら進みました。普段いかに視覚に頼っ
ているかが良くわかりましたが、本当に勉強になりましたよ。
低山ナイトハイクがこれほど地図読みの勉強になるとは思わな
かったです。
実りあった講習会参加。近いうちにツエルト泊もしてみたいし、
ナイトハイク地図読みもしてみたくなりました。

松木沢渓谷～皇海山～国境平泊～三俣山～シゲト山～黒檜岳～太平山 線無し and 破線ルー
ト周回
山行日：2017 年 11 月 4 日～11 月 5 日
メンバー：山口裕、会員外
コースタイム：1 日目 10 時間、2 日目 11 時間 30 分
松木沢渓谷 6:00～10:15 ニゴリ沢出合～12:15 国境平～13:50 皇海山ピストン～15:50 国境平（テ
ント泊）6:15～9:20 三俣山～11:15 シゲト山～12:40 黒檜岳～13:40 大平山～17:40 松木沢渓谷
先月歩いた日光の西ノ湖～宿堂坊山～三俣山～シゲト山～黒檜岳～千手ヶ浜の県境バリルー
トに続き、更に南の県境ルートをつなぐべく破線 and 線無しルートを歩いてきました。
松木沢渓谷からの皇海へのルートは破線ルートですが、
ニゴリ沢に行くまでは渡渉が 20 回じゃ効かない、もは
や沢歩きかと思う位。ちょうどニゴリ沢付近で山頂ま
で登らない人にお会いしたら昔は 6 回位しか渡渉が
なかったとのこと。今年は雨も多く水量が多かったん
だろうな～。
国境平までの激急坂はどこぞやの 3 大急登以上。皇海
も不動沢からのルートが一般的になって身近になりは
ててしまったが、このルートから登ると百名山に選ば
れるのもうなずける。
山頂直下は残雪があり、早くも冬が間近に迫っているのを感じたが、風が強く体感は マイナス
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だったろう。雪が降ってきたが、展望がない皇海だったので気持ち的にはまだ良かった。
国境平は水場も 5 分程と近く笹原で快適。国境平のマークがあるところは数張りしか張れませ
んが、付近には広いテン場適地があって思っていた以上に良い場所だった。1 日目は渡渉あり、
激登あり、雪ありで 9 時間コースとなかなかハードだった。
2 日目は朝から冬のような寒さ、粉雪が舞い、風がありボトルの水が氷るくらいだったが、予
定通り出発する。笹漕ぎが大半を占める三俣山までの尾根。道迷いはない縦走路だったが、笹
原歩きはなかなか大変。特に三俣山直下のガレ場を越えた辺りからの登りはしんどかった。三
俣山は先月歩いているので心配なし。このころになると晴天になり暑いくらいだったが、意外
に時間がかかる。
最後に大平山までは見た目のたおやかさ通りサクッと頂上まで行けたが、ここからの下りが凄
かった。笹原でとても景色が良いのだがとにかく急な下り。さすがバリルートと言ったところ
か。なんとか平地に 5 時暗くなる寸前に降りてほっと一息。さらにヘッデンで 1 時間歩き、久
しぶりに 11 時間以上の行動で充実感ある山行になった。
残り、日光白根からの尾根、皇海から袈裟丸までの尾根は来年の目標だな。そしていつかは県
境を一気通貫してみたいですな。
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伊豆ヶ岳～子の権現～秩父御岳神社 紅葉を見に行こう
山行日：2017 年 11 月 25 日 メンバー：山口裕、会員外
コースタイム：7 時間
正丸駅 08:16 - 08:39 伊豆ヶ岳登山口 - 09:42 五輪山 09:43 - 10:07 伊豆ヶ岳 10:22 - 10:36
古御岳 10:43 - 11:10 高畑山 11:19 - 11:35 中ノ沢ノ頭（イモグナノ頭） - 11:52 天目指峠
11:57 - 12:44 子ノ権現 12:48 - 14:20 東郷公園御嶽山第一駐車場 14:21 - 15:19 吾野駅 15:20 ゴール地点
この時期になると訪れるのが秩父御岳神社（東郷公園）。私が訪れた中でも紅葉が見事だと思う
スポットの１つです。今回は久しぶりに正丸駅から伊豆ヶ岳を経て子の権現から秩父御岳神社
へ降りるプチ縦走で訪れました。言わずと知れた子の権現は足腰の神様で、登山とは縁深い神
社です。
子の権現で一年間しっかりと歩いてくれた自分の足腰に感謝をし、来年も同じように歩けるよ
うに祈願。そしてお目当ての秩父御岳神社の紅葉も若干見ごろは過ぎた感じでしたが、見応え
十分の紅葉が残っていました。来年も違うコースから秩父御岳神社は訪れようと思います。
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鶏冠山（第 3 標柱甲州）
(2115ｍ)
記：山崎

寧子

【ﾒﾝﾊﾞｰ】 Ｌ.山崎寧子、会員外２人
【日 程】 2017(平成 29).11.12
【行 程】 前夜発
草加 IC→勝沼 IC→道の駅みとみにて泊 5 時起床 5 時 45 分発
S 西沢渓谷駐車場 6:30→（15）→06:45 ねとりインフォメーション→（25）→07:05
近丸新道登山口→（4）→07:09 徳ちゃん新道登山口→（8）→→07:17 二俣吊橋→（20）
→07:30 鶏冠谷出合→（120）→→09:30 チンネノコル→（30）→09:45 第三岩峰（山
梨 100 名山標柱）→（70）→11:15 チンネノコル→（180）→15:15 鶏冠谷出合→（30）
→→15:40 二俣吊橋（15）→16:00 徳ちゃん新道登山口→（6）→→16:06 近丸新道登
山口→（3）→16:13 ねとりインフォメーション→（7）→16:20 西沢渓谷駐車場 G
○トレーニング内容:
ルーファイ、登攀、懸垂下降

【感 想】
20171112 １年ぶりに、鶏冠山に行ってきました。
第三岩峰頂上ピストンで、
9 時間
昨年は 7 時間半
うわー。
「力」落ちたわー(笑)
でも、
歩けるって、幸せ
天気に恵まれ、とっても楽しかったです。
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星穴岳（西上州）
(1073ｍ)
記：山崎

寧子

【ﾒﾝﾊﾞｰ】 Ｌ.山崎寧子、会員外 3 人
【日 程】 2017(平成 29).11.25
【行 程】 (妙義山 西上州)
830～1430 6 時間休憩含む
830
中ノ岳神社→見晴らし→クライミング→西岳→コル→懸垂下降泥壁 45 ﾒｰﾄﾙ→トラバース→
コル→1255 頂上→石室→懸垂下降 20 ﾒｰﾄﾙ→いぬき穴→懸垂下降 40 ﾒｰﾄﾙ→登る→
結び穴ピストン→下降点→左尾根→左尾根→左尾根→中ノ岳神社→

1430

【感 想】
20171125
星穴岳 (妙義山 西上州) にいってきました。
昨年は、ついて行った感じ満載の山行だったけれど、今回は一緒に歩くという山行を意識して
歩きました。
歩行スピードは格段と落ち、登りも下りもかなり遅い歩みだったけれど、クライミングと懸垂
下降、ルーファイの力は上がっていると思えました。

重たい荷物を背負ってクライミングして立った西岳。360°の風景は最高でした。
これからどれだけ、回復できるかな？
と、ちょっと弱気になった下山後だったけど、マイペースで焦らずリハビリを続けようと、改
めて感じることができた。
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霧ヶ峰
（公開バスハイク 1 班）
◆山行日：2017 年 7 月 9 日（日）
記：澁谷
会員
一般

久美子

L 澁谷・SL 杉山・山崎（正）・三浦（実委）
青柳伊佐雄・青柳智江・池田賢一・池田公子・中尾正雄
中田照夫

一班は山崎さんのお友達とバスハイクを楽しみに待っていて下さった山歩きの楽しさを知って
いる人で出発しました。
ニッコウキスゲの花、低木のレンゲツツジの中を歩き話もはずみました。
昼食の暖かいスープも、おかわりをしていただき無事に案内出来て良かったと思います。
また、帰りのバスの中ではゲーム、時間当て、中川さんの熱演の紙芝居と皆さん満足の様子で
した。
役員の方々、ありがとうございました、ご苦労様でした。

公開バスハイク２班）
記：鎌形

瑞枝

メンバー
L．鎌形、SL．畑野（仁）、和田、尾崎（実委）
佐藤(嘉)、佐藤(絹)、佐藤(祥)、杉、後藤、増井
バス下車後トイレを済ませ、自己紹介をしていざ出発。2 班には小学 6 年生のご家族がいら
して、にぎやかな班になりました。バスが遅れた為、リフトに乗ることになり、
少し興奮気味でした。リフトからの眺めは広々とし、ゲレンデにポツポツニッコウギスゲが咲
いていましたが、まだまだ早い状況で残念！！
山頂には気象レーダー観測所がありました。集合写真を撮って下り坂を行く。
石車等小石を避けながら、小学生の祥真君がきゃっきゃっ言っていました。彼は草の名前に、
同じショウマが付くことに興奮気味。花のレンゲショウマや、サラシナショウマを見せてあげ
たかった。物見岩、奥霧の小屋を過ぎ、八島ヶ原湿原の平坦な道を行き、
御射山ヒュッテで昼食。用意した材料でパスタ入りスープ作り。温かいスープのお変わりもあ
り、会員外の皆様に喜んでいただけました。お腹を満たし、八島ビジターセンター駐車場へ向
かう。各班到着し、諏訪湖にある温泉、片倉館へ。深さがあり、底にある玉石が足裏を刺激す
る。那須の大丸温泉にもこのようなお風呂がありました。
一風呂浴びさっぱりし、無事下山出来た事に乾杯し盛り上がる。
中川さんの紙芝居に皆、聞き惚れていました。小学生の祥真君は、前の方へ移動して見入っ
ている様子。仕事柄とはいえ抑揚があり見事でした。会員以外の皆さんの感想をお聞きし、今
後のバスハイクの難しさを感じました。
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（公開バスハイク 3 班）
会員
一般

L 森（律）・SL 浅井（昭）・小林（真）・井居・中川（実委）
北島悦子・河鍋康子・山﨑京子・立澤芳子・今泉優子

（公開バスハイク 4 班）
会員
一般

L 小野寺・SL 木原・殿塚新・新島（実委）
高畑正義・原 浩三・原 恵子・木原直子・高野田鶴子
記：畑野

仁美

リフトで車山山頂に着くと沢山の登山者がいました。写真を撮っていよいよ出発ですが、渋滞
でなかなか前に進みませんでした。
ニッコウキスゲは満開ではありませんがレンゲツツジがまだ咲いていたのがうれしい。
登り下りを繰り返し振り向くと越えてきたそれぞれの山頂が見えて良かったです。
皆さんには、楽しい一日を過ごしてもらえたのではないでしょうか。
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（公開バスハイク 5 班）
記：大門
会員
一般

京子

L 大門・SL 平野・松井・長田（実委）
松山夫妻（松井友人）・中村・橋本（長田友人）・渡辺

到着時間が遅れたため、車山山頂までリフトで上がるが自転車で鍛えた人に
アラヒィフ 3 人という元気な人でしたのでリフトで楽で良かったと思う人、少し
物足りないと思った人もいたかもしれません。それでも山頂から車山乗越、蝶々深山、物見岩
と小さなアップダウンもあり八島ヶ原湿原まで楽しくハイキングが
出来ました。
昼食のスープも美味しいと言ってもらえ良かったです。
実行委員の方たちもお疲れ様
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霧ヶ峰公開バスハイクを終えて
実行委員

長田

三浦

尾崎

新島

中川

（敬称略）

総会前に公開バスハイクの実行委員を打診されていて、悩んでいましたが「他に誰も居なけれ
ば引き受けます。」と伝えて総会へ。
結果、見事に実行委員長となり、7 月第二日曜日まで怒涛の準備が始まりました。
マニュアルがあるからと、貰ったデーターを見るためにフォルダーを開いても、前回バスハイ
クのしおりと収支報告書と参加者名簿があるだけ．．．。
経験者に聞いて、そうか広報への掲載に何とか間に合わせることが出来、打ち合わせも何とか
無事に終わり、参加者も集まり、買い出しやバス内でのレクリエーションも準備万端で、当日
を迎えました。
梅雨の最中でしたが、当日は晴れ時々曇りで、まずまずの天気です。
ただ到着時間が遅くなった為、予算に余裕も有るので、リフトを使い頂上まで登る事に変更す
る。登山経験者が少なかったので結果この判断は良かったです。
ハイキングの時期というも事あり、当日は下見の時と違い人手が多く賑やかで、ハイキングコ
ースには人がイッパイで互いに通過するのにも時間がかかる。途中途中で時間を気にしてみる
が、やはり徐々に遅れていく、かといって急がすことも出来ないので、なすがままです。
お昼の場所に着き、各班で昼食のスープを作ってもらい、参加者たちへ振る舞ってもらう。
昼食後にバスへ戻り、運転手さんへ遅れた事を詫て、次の目的地の温泉に遅れる旨の連絡を入
れると、運転手さんが連絡をしてくれていて非常に助かりました。
テルマエ・ロマエの世界の片倉館で汗を流し、バスに乗り込んだら宴会開始、てるさんの歌に、
中川さんの紙芝居、ビンゴと楽しく時間は流れて、アッという間に草加着。
色々と大変でしたが、やってみて公開バスハイク実行委委員の苦労が解りました。それが解っ
ただけでもやった甲斐がありました。
最後に、計画中に気が付いて運営員会でも話したのですが、公開バスハイクは、昨今の代理店
では無いツアー募集と同じで、不特定多数の参加を募ることで旅行業法違反になります。
こうした中で、今まで事故が無かったのは、歴代実行委員の方々のお陰だと思っています。
こういった理由で公開バスハイクが無くなるのは、やった後だからか少し寂しい気も．．．
実際に色々心配し計画しましたが、当日は忙しくて呆気なく終わり、参加者たちに楽しんでも
らえたので良かったのですが、色々とあり少しだけ複雑な心境というのも事実です。
最後になるかもしれない公開バスハイクの実行委員をやれたのも、何かの縁かもしれません。
最後に、実行委員の皆様お疲れ様でした。ご協力いただいた皆様ありがとうございました。
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バスハイク一般者からの一言
★池田 賢一
以前、日光の切込・刈込に参加しました。今回
も良かったです。スープがおいしかったです。
澁谷リーダーありがとうございました。
★高野 田鶴子
広報を見て参加しました。ハイキングなら次回
も参加したいです。

★中尾 正雄
会員の人柄が、皆さんすばらしい方ばかり。
これからは、入会めざし精進します。

★池田 公子
初めて参加しました。会員の方に、歩き方や花
について丁寧に教えてもらいました。美味しい
スープやバスの中のレクレーション、色々あり
がとうございました。
★今泉 優子
★木原 直子
広報を見て初めて参加しました。ゆっくり歩い 本当は、もう少し早く歩きたかったです。
てもらい感謝しています。楽しい一日でした。 でも、楽しく歩くことが出来ました。
本当にお世話になりました。
★後藤 昭子
★杉 豊美
3 回目の参加です。いつも楽しみにしていま
初めて参加しました。スープが特に美味しかっ
す。
たです。食材を入れた重いリュックを背負う会
山の会なのにリフトを使うのアリ？
員の方たちには本当に申し訳ない気持ちでい
今日は楽しかったです。素晴らしい景色とさわ っぱいです。
やかな風、ありがとうございました。
★川鍋 康子
★北島 悦子
2 回目の参加です。前回が楽しかったので、指 去年に続き参加しました。日帰りで行けるとこ
折り待ち望んでいました。今回は前回より楽し ろがあれば参加したいです。美味しいスープご
かったです。来年も期待しています。
ちそうさまでした。
★立澤 芳子
★山﨑 京子
膝の調子が悪かったので班の人たちにご迷惑
去年も今年も楽しかったです。一日中緑に包ま
をおかけしました。無事、楽しく登れてありが れ良かったです。リフトもなかなか乗れないの
とうございました。
で、良い体験が出来ました。
★渡辺 すみ子
★中田 照夫
20 年前に車山に来ているので参加しました。 今日一日、緑一面の高原を歩き楽しむことが出
会員方の楽しませる工夫が盛りだくさんでビ
来ました。バスの中のレクレーションもとても
ックリしました。参加できて良かったです。
充実していて良かったです。
★佐藤 嘉之
★佐藤 祥真（小学生）
おやすみ中です。
山登りは初めて。虫が嫌いだけど、今回沢山の
虫を見て大丈夫になったかも。岩場で滑ったり
して大変だったけど、また来たいと思います。
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★佐藤 絹子
親子 3 人で初めて参加しました。初めてのアウ
トドアも親切な指導で登ることが出来ました。
自然に触れられ大満足です。
★青柳 伊佐雄
今年も参加できてありがとうございました。
来年の参加を楽しみにしています。
★原 恵子
去年と今年、2 回目の参加です。まだ力量不足
なので鍛え直してから山の会に入会します。
★松山 智子
2 度目の参加です。スープがおいしく感動。お
かわりまでしました。普段はサイクリングを趣
味にしていますが、今回の参加で山に興味を持
ちました。
★橋本 陽子
長田実行委員長の中学時代の同級生です。飲み
仲間でもあり、いつの間にか参加することにな
っていました。
★増井 ひとみ
4 回目の参加になります。学生時代から山が好
きなので、これからも参加したいです。

★青柳 智子
今回初めて参加しました。色々なおもてなし、
ありがとうございました。
★原 浩三
天気に恵まれ良かったです。20 年前には、毎
年歩いていたコース。当時と違った景色見られ
て良かったです。
★高畑 正義
4 回目の参加です。今日も楽しく参加できまし
た。
★松山 謙之助
ロードバイクが趣味です。蝶々深山には昔何度
か来ているので参加しました。また、山の魅力
にも取りつかれました。
★中村 俊光
同じく長田さんの同級生です。登山の経験はあ
りません。スープがおいしくて食べ過ぎまし
た。

ボイスレコーダーから原稿を起こしていただいた三浦さんありがとうございました。
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一般バスハイク会計報告

科目

支出

会議費

収入

備考

¥4,050 ¥377,400 会費 7800×48 名 寄付金 3000

交通費

￥174,160

高速代

¥27,900

中央高速

お礼

¥12,364

運転手お礼 2 名

保険代

¥2,256

バス代

下見代

10000

差入れ 7 名分

47×48 名

レクレーション費

¥12,928

スープ

景品代

飲食代

¥25,385

飲み物

お菓子等

リフト代

¥42,840

車山スキー場～山頂直下

場所代

¥3,000

御射山ﾋｭｯﾃの庭(昼食時)

入浴代

¥24,000

通信費

印刷代

¥2,410

その他

\30,000

合計

¥361,293 ¥377,400

差し引き

¥16,107

500×48 名
切手

チラシ印刷等

反省会費用

会に寄付いたしました。

会員の皆さまには、多大なご協力をいただきありがとうございました。
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筑波山
(８７７ｍ)
記：山崎

寧子

【ﾒﾝﾊﾞｰ】Ｌ.山崎寧子、会員外２人
【日 程】2017(平成 29).8.23
午前 2 時半現地集合（つつじヶ丘駐車場）→登山口 3 時→女峰山山頂（4 時半）→下山 8 時（つ
つじヶ丘駐車場）

年数回、つつじヶ丘駐車場から登り女峰山からの朝日を見に登る
つつじヶ丘駐車場からは、約９０分間真っ暗な参道をライトの光を便りに登ると、徐々に白い
朝の空気が身にまとうようになり、山頂付近の岩場につくころには、たいてい白い朝となって
いる。
女峰山の山頂からは、３６０°とまではいかないにしても、横に広い雲海または、関東平野が
ドカンと広がっている。
たいていここに登るときは、雨の日の次の日。
それは、雨の日の翌日は、山頂から一面の雲海が広がるから。
駐車場から 90 分で、雲海とそこから登る朝日。とても贅沢な一日のはじまり。
淹れ立てのコーヒーを片手に大満足と精神が喜ぶ瞬間
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八ヶ岳

ニュウ

(2,352ｍ)
記：山崎

寧子

【ﾒﾝﾊﾞｰ】Ｌ.山崎寧子、会員外２人
【日 程】2017(平成 29).8.27
4 時草加自宅前→草加インター→白駒池駐車場
08:20 白駒池入口 - 08:35 白駒池 - 08:40 白駒荘 - 09:05 2159m 地点 - 10:05 ニュウ
- 10:55 2457m 地点 - 11:10 中山 - 12:10 高見石小屋 - 12:30 丸山 - 13:10 駐車場
【感 想】
突然友人が、「オコジョにあいに行こう」と言い出し、「いいよ」と、軽いノリで北八ヶ岳白駒池から、ニュ
ウを通り周回コースで、オコジョ探しをすることになった。
休日で混雑が始まる気配を
感じていたので、早めに到着
し白駒池を通過すると、樹林
帯のつづく木道が終わるころ、
突然かさかさかさかさと小さ
な音がなりだし、目の前にオ
コジョが走り出し、その軽や
かな走りは、私たちの足元を
くるくると回る大サービス。
なんでこんなことが？
５年山高見石小屋につとめ
るお兄さんが、一度もみたことがないです。
と、うらやましそうにつぶやく。ますますラッキーと感じてしまった、楽しいハイキングになりました。
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編集後記
「てんとさいと」240 号、
一度は編集を経験した方がいいかな～と思い手を上げました。
編集といってもただ、原稿を並べるのが精一杯でした。
今まで編集担当された方がた、原稿を書いてくれた皆様本当に
ありがとうございました。
畑野仁美
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