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コール                    松浦 剛 

コールを書くのは何年振りか、思い出せないほど遠い昔の様な気がする。「テントサイトの歴史」に

過って書いたが、昔のコールは説教じみていたと皆が思っていた。しかし最近は皆が山や山の会の

事を自由に書いており、好ましい限りである。昨年初めのコールを読んでみると、鈴木勝さんは山の

会の発展を願い、澁谷さんと尾崎さんは自分と山の関係を書いている。私も何を書こうかと考えたが、

今回実行した雪上訓練について書くことにした。 

本来雪山に登るのには雪の上の歩き方、急斜面の昇り降り、急斜面のトラバースの仕方、滑落停

止訓練、レベルを上げればザイルでの確保を如何に行うか、など多くの事を訓練し学んでおく方が、

より安全に雪山を登ることが出来る。山の会としては多くに雪山を登っているにも関わらず、しかし現

実には今まで行われて来なかった。これはそれほど危険を感じる雪山が計画されて来なかった事に

原因があると思うが、現実には危険な斜面もある八ヶ岳など行っている。本来、雪上訓練は定期的に

行うべきだと思っていたが、山の会にその機運が無かったので、実行をためらっていた。しかし今回

は雪上訓練を行おうという機運があったので実行できたと思っています。 

今後はリーダー部として岩トレに加えて雪上訓練も定期的に行う事を考えたく思います。幸い長田

さんが副部長としてリーダー部に所属してくれたので、今後は二人で雪上訓練に関する、手引書的

な計画書を作り、皆さんにそれを見ていただき、雪上訓練に参加していただくよう考えております。今

後は冬山装備を持っている皆さんの参加をお願い致します。 

私の体験においても雪上訓練は１回出ればよいというものではなく、何回も行って身に着くもので

あると思います。 

 

  

     西穂高岳の雪稜            八ヶ岳阿弥陀岳北稜 
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リーダー部・機関誌部

山行 日　程 山岳名 リーダー 参加者

下川、木原、尾崎、松田、山﨑（正）、平野、新島

畑野（仁）、大門、関口、澁谷、兼堀（善）、殿塚

鎌田

個 12/3 四ツ又山～鹿岳 鈴木（廣） 山口（敏）

個 12/3 景信山～高尾山 山口（裕） 会員外

個 12/3
水無川モミソ沢
（アイゼントレーニング）

長田 会員外

個 12/3 金鶏山（クライミング） 山崎（寧） 会員外

石井（美）、浅井（昭）、染谷、黒澤、杉山、和田、

小林（い）、松浦、山本、阿部、鈴木（里）、松井

中島、石井（文）、小宮、松田、山﨑（正）、小林（真）

平野、畑野（仁）、山口（敏）、新島、大門、関口

澁谷、兼堀（善）、兼堀（恵）、森（律）、江崎、四宮

畑野（順）、殿塚、青木、奥村、今泉、井口

リ 12/9～12/10 登攀研修 沼田 山崎（寧）

個 12/10 楢抜山（地図読み） 山口（裕） 会員外

個 12/12 鶏冠山（クライミング） 山崎（寧） 会員外

個 12/17 北武蔵（ロングハイク） 山口（裕） 会員外

個 12/22 谷川岳（雪山） 山崎（寧） 会員外

個 12/22 景信山～陣馬山 小野寺 小林（い）、山本、松田

個 12/30 釈迦ヶ岳～黒岳 山口（裕） 山口（敏）

個 12/29～12/30 金峰山 浅井（昭） 浅井（祐）、畑野（仁）、畑野（順）、四宮

個 12/30～12/31 ジョウゴ沢～硫黄岳 長田 会員外

個 1/3 日和田（アイゼントレ） 山崎（寧） 会員外

石井（美）、染谷、浅井（祐）、池本、黒澤、小野寺

山﨑（正）、新島、関口、兼堀（善）、森（律）

森（花）、出口、宋、殿塚、今泉、土屋

個 1/6～1/7 仙丈ヶ岳（雪山） 山口（裕） 会員外

個 1/13 天狗岳（雪山） 山崎（寧） 会員外

染谷、小林（い）、小野寺、松田、畑野（仁）、新島

大門、鎌形、森（律）、畑野（順）

個 1/13～1/14 谷川岳（雪上訓練） 山口（裕） 会員外

個 1/16 日光白根山（雪山） 山崎（寧） 会員外

個 1/20～1/21 安達太良山（雪山） 山崎（寧） 会員外

松田、山﨑（正）、殿塚、奥村、畑野（順）、山本

兼堀（善）、和田、浅井（祐）、宋、山口（敏）

小野寺、宮澤

個 1/20 雲竜渓谷氷瀑見学 山口（裕） 会員外

個 1/27
乙女の滝
（アイスクライミング）

長田 会員外

個 1/28 赤城山 山崎（寧） 鈴木（勝）、会員外

井口、小林（い）、澁谷、鎌形、森（花）、出口

青木、土屋

個 2/3
日光切込・刈込湖
（雪上ハイク）

山口（裕） 会員外

個 2/4 飯能アルプス 森（律） 松井、兼堀（善）、鎌形、森（花）、今泉、土屋

兼堀（善）、松田、鈴木（廣）、兼堀（恵）、井居

澁谷、平野

個 2/10～2/11 積雪期登山講習会 出口 山口（裕）、山崎（寧）

会 2/8 生藤山 阿部

会 1/13～1/14 上高地（雪上ハイク） 松浦

個 1/28 宝登山 森（律）

個 1/20 日光高山（雪山） 浅井（昭）

山行実績 （2017年 12月～2018年5月）

会 12/2 飯能アルプス

個 1/6 高尾山 鎌形

八並

会 12/9 大平山（忘年山行） 小野寺
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個 2/11～2/12
四十八滝沢・上黒平
（アイスクライミング）

長田 会員外

個 2/14 社山（雪山） 山崎（寧） 会員外

染谷、兼堀（善）、兼堀（恵）、山﨑（正）、小野寺

鎌形、小林（い）、大門、木原

個 2/17～2/18
湯川・南沢小滝
（アイスクライミング）

山口（裕） 会員外

個 2/17～2/18 城ケ崎（クライミング） 山崎（寧） 会員外

下川、山﨑（正）、澁谷、兼堀（善）、出口、高木

兼堀（恵）、森（花）、土屋、

個 2/23～2/24 天狗岳（雪山） 四宮 畑野（順）、浅井（祐）、鎌形、新島

個 2/24～2/25 上州武尊山（雪山） 鈴木（勝） 松浦、会員外

下川、山﨑（正）、平野、大門、澁谷、鎌形、森（花）

青木

個 3/3～3/4 三国山（雪洞講習） 山口（裕）、山崎（寧）、出口

個 3/4 三峰山 鈴木（廣） 兼堀（善）、森（律）、森（花）、今泉

個 3/6～3/7 蔵王山（雪山） 山本 黒澤、和田、小野寺、小宮、新島、兼堀（善）

個 3/10 乗鞍岳（雪山） 山口（裕） 会員外

木原、尾崎、山﨑（正）、山口（敏）、澁谷、鎌形

土屋

会 3/15 太平山 鈴木（里） 黒澤、木原、中島、澁谷、兼堀（恵）、今泉、土屋

個 3/17～3/18 白毛門（雪山） 松浦 鈴木（勝）、山口（裕）

個 3/17 富士山五合目 浅井（祐） 小林（い）、小野寺

個 3/18 茶臼山～毘沙門山 鈴木（廣） 新島、山﨑（正）、大門、澁谷、森（花）、八並

個 3/18 日連アルプス 森（律） 畑野（仁）、兼堀（善）、兼堀（恵）

個 3/24 三国山・大源太山 山崎（寧） 会員外

下川、黒澤、杉山、芳野、木原、鈴木（里）、新庄

石井（文）、山﨑（正）、関口、澁谷、兼堀（善）

森（花）、殿塚、井居、土屋、山田、兼堀（恵）

浅井（祐）、新島、長田、畑野（順）、出口、四宮

奥村、宮澤、浅井（昭）

個 4/1 谷川岳縦走（馬蹄形） 山口（裕） 会員外

会 4/1 鐘撞堂山（カタクリ調査） 兼堀（善） 井口、小野寺、森（律）

個 4/3 伊豆ヶ岳 山崎（寧） 会員外

個 4/5 毛無山 山崎（寧） 会員外

個 4/6 棒ノ折山 山田

個 4/7 蜂城山 山口（裕） 会員外

阿部、兼堀（善）、兼堀（恵）、鈴木（廣）、浅井（昭）

澁谷、出口、八並、中島、畑野（仁）、鎌形、平野

小林（い）、森（花）、杉山、木原、大門

個 4/8 要害山 山口（裕） 会員外

会 4/8 蜂城山 井口 小野寺、新島、土屋、山田、山本、松田

個 4/8 乾徳山（クライミング） 長田 会員外

八並、山口（敏）、大門、澁谷、兼堀（善）、下川

兼堀（恵）、森（花）

個 4/12 和名倉山 山崎（寧） 会員外

埼百 4/14 蕨山・藤棚山・金毘羅山 畑野（順） 浅井（昭）、染谷、森（律）、宋

個 4/20 塔ノ岳 山田

下川、杉山、木原、新庄、平野、畑野（仁）、関口

澁谷、兼堀（恵）、土屋

個 4/21 平標山～日白山 山口（裕） 会員外

個 4/21 平標山～仙ノ倉山 山崎（寧） 会員外

浅井（祐）、兼堀（善）、新島、殿塚、大門、森（花）

山口（敏）、畑野（順）山﨑（正）、出口、宮澤、奥村

染谷個 4/7～4/8 中山道（奈良井～上松）

個 3/11 三浦アルプス 森（律）

会 3/29 赤ボッコ山 中島

リ 4/1 谷川岳雪上訓練 松浦

個 2/18 房州アルプス 森（律）

個 2/25 鎌倉アルプス 森（律）

会 2/17 高取山・仏果山・経ヶ岳 山本

埼百 4/11 新柵山～大築山 芳野

埼百 4/21 丸山～日向山 尾崎

会 4/21～4/22 安達太良山 浅井（昭）
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         私の一名山 
 

記：新庄八重 

  

ゴールデンウイークが近づくと気になる山がある。 

 山ツツジの赤い色が全山を真っ赤に染める。その美しさは

青空に映え華やかで、思わず顔がほころぶ。 

 

山名は「愛宕山」654.8ｍ、けっして高くない。 

近くて誰でも登れる山、通過点として登られる山なので、名

前だけ聞いても何処にあるのか分からないと思う。 

耳に馴染んだ名前は、何となく里山かなと思うくらい。 

 

愛宕山と名の付く山は全国津々浦々にあり、多くは愛宕神

社と関係があるらしい。 

東京都港区愛宕神社境内にある標高 25.7ｍの三角点があ

る愛宕山は知られている。自然の山としては 23 区内で一番

高いそうだ。 

 

ありふれたマイナーな愛宕山を、私の一名山の原稿に載せ

るのは、テントサイトの新企画に相応しい山ではないかもし

れない。 

しかし、これからも楽しみながら歩ける山として、私にピ

ッタリの山だと思う。 

 

愛宕山から釜伏山を経て秩父鉄道波久礼駅まで歩けば、充

実した山歩きができる。 

東秩父村大内沢へのミニ縦走もよい。 

 

爽やかに風薫る 5月初旬、感動をもらいに出かけてみませ

んか。 
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県岳連積雪期緊急避難講習会・三国山登山 

記：出口 栄子 

日  時：2018年 3月 3，4日 

メンバー：L.山口（裕）、山崎（寧）、出口 

3月 3日午前  三国山（1636ｍ） コース：4時半山口リーダーが車で二名ピックアップ後、

草加 ICから外環、関越道、三国トンネル登山道 7:30～9:35 山頂 9:45～10:40 

  登山道着  午後から県岳連講習会（谷川岳登山センター付近）雪洞設営 

 

3月 4日午前 遭難対策訓練、講習（半雪洞、ツェルト等） 

 午後お風呂と食事で帰宅 

 

2 月の滑落防止訓練に行く

つもりが、予定が入り、沼田

さんに講習がもう一つあると

教えて頂き今回初めて県岳連

の講習会に参加しました。 

講習だけでは勿体ないと、

早朝出発群馬の三国山を合流

前に登る事となりました。見

上げる頂上はモンブランそっ

くりという、見晴らしの良い

斜面を持つ三国山を、寧子さんの 

「もっふもふの誰もいない晴天の雪山最高。」の言葉の中、上州武尊、浅間山、富士山等が

くっきり見える快晴の日の登山でした。 

午後からの雪洞訓練は、雪が思いの外堅くて夕食後三人とも疲れてすぐ眠りました。 

翌日、東京は 20度超えという絶好の登山日和に遭難対策訓練をしました。ツェルトの簡単な

出し方、ロープの絡まない束ね方から、雪穴や

雪のブロック積みに ツェルトの張り方（スリ

ング、ロープ、ポール、ピッケル、細引き利用）。 

10人余りの参加者は殆ど男性で、三人参加な

のに男一人の私達のグループで山口さんは力

仕事が多くて、初心者の私は特にお世話のかけ

っぱなしでした。それでも実技を目の前で見る

のは得難い機会で、お二人に感謝しながらの二

日間でした。  
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残雪から春の山行記録（3月～5月） 

山口 裕史 

上越 三国山 3時間半のお手軽雪山ハイク 

2018年 3月 3日(土) ／メンバー：L山口、山崎寧、出口／コースタイム：3時間 35分 

三国トンネル駐車場 7:20～9:32三国山 9:40～10:45三国トンネル駐車場 

 

1 泊 2 日県学連の積雪期緊急避難講習会（谷川）に参加しましたが開催時間が午後から。遅い

時間に出発するとスキー渋滞に巻き込まれるし、午前中軽く雪山登っちゃおう！と谷川岳の地図

を見て 4時間くらいで登れる三国山を計画しました。 

 三国トンネルから谷川岳ロープウェイまで 1時間かかるのでリミットを 9:30で戻ることを決め

て出発。朝方は雪が締まっていてアイゼンで快適歩行。雪山に慣れていない出口さんも頑張って

くれて、ほぼ想定していた通りに稜線着。ここからペースアップしたいところでしたが、思いの

ほか急な斜面でピークまで行けるか時計とにらめっこ。4分オーバーながら無事登頂できました。 

東側の谷川方面は樹林帯越しでし

たが、その他は大展望です。特に上

越の白銀の峰々は素晴らしかった。

富士山も霞んでいたけど見えたし。

さくっと登るにはちょうど良い山

でした。 

 三国山は若干斜度が急でもあり

ますが、雪山として素晴らしい山で

した。来年以降、周回ルートで尾根

繋ぎしたいなと思う山でした。さー

午後は雪洞だ！ 

谷川岳にて積雪期緊急避難講習会（雪洞泊）…三国山続編 

雪洞は 2 回ほど泊まったことがありますが、

リーダー選定ポイントで構築しただけ。これか

ら雪洞山行を実践したいと思い、自分の引き出

しを増やすべく講習会を受講しました。三国山

登山後、車を飛ばし受付はギリギリ間に合った。 

 1 日目：泊まるための雪洞掘りを実践します。

以前は谷川の西黒尾根途中で構築した時は、雪

質がもっと柔らかく掘りやすかったのですが、

今回は 1mも掘ると締まっていてスノーソーで雪

を切るのも一苦労でした。雪質によってこんな

にも違うのかと思い知らされました。始めてか 
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ら 3時間半でようやく 3人分のスペースを確保。棚を作ってローソクをともしたら一息つけた。

下に引いた銀マットが滑って困ったので、滑らない方法を考えなければ。 

トマトスープ・α米ドライカレー・赤ワインの夕食を楽しみました。午前中三国山、午後雪洞構

築と今日は本当に疲れて、横になって 1分で鼾をかいていたようです。うまく作れていたようで、

上部からの水滴もなく快適でした。 

 2日目：翌日 5時起床で 7時より講習会開始。 

 晴天で気温も高く緊急避難講習会とは似つかわしくない天候。2 日目はもう 1 つの目的である

緊急避難の方法が課題。最初に教えていただいたのは、避難せざる得ない状況の一番は強風と低

体温ということ。いかに雪を使って防風対策を施すか。雪でブロックを作る、掘ること。さらに

併用してツエルトを利用する方法を学びました。雪を掘るためにはスコップは必須。今後冬山で

は標準装備にしようかと思います。やはり雪山は経験してみないとわかりません。県岳連の講習

会をうまく活用していただければと思います。また、余裕があるときには山行中に雪を掘ってみ

るというのも取り入れたいです。雪に慣れ、雪を使えるようになってこそですね。経験を積まね

ば。 

 

乗鞍岳 白銀の世界に感動 

2018年 3月 11日(土) ／メンバー：山口裕、会員外／コースタイム：7時間 40分 

休暇村前駐車場 6:14 - 7:30 かもしかリフト最上部- 8:31 ツアーコース終（休憩）8:53 - 9:33 

肩の小屋口- 10:51 蚕玉岳 - 11:08 乗鞍岳 11:13 - 11:21 蚕玉岳 - 11:48 肩の小屋口（休憩） 

11:55 - 12:13 ツアーコース終点 12:19 - 12:50 かもしかリフト最上部- 13:04 三本滝レストハ

ウス 13:10 - 13:43 鈴蘭橋 - 13:50駐車場 

 

今週は上越日白山に行く予定でしたが、土曜の天気が悪いようだったので中止し、日帰りで満

足できる山として 3,000m峰の乗鞍岳に変更しました。乗鞍岳は過去残雪残る時、夏、秋と登って

いますが、冬は初めてです。 

スキー場のリフト運行開始が遅いので下から登山開始。位ヶ原にたどり着いた時に見えた白銀

の世界。ここは日本なのか！？と思ってしまうほど別世界のような景色でした。今年は 1 月に南

ア仙丈ヶ岳に行き感動しましたが、それ以上に白く美しかったです。 

風は覚悟していたとおり強かったで

すが、耐風姿勢を継続しなければならな

いほどではなかったので、まずまずコン

ディションは良かったでしょうか。山頂

到着時、なんとか景色が見えましたが、

山頂から肩の小屋口まで 20 分位で降り

てくる間に一気に天気が悪くなりまし

た。山の天気は本当に変わりやすいです。

体力がない人は位ヶ原山荘で一泊して

冬アタックするのもよいかと思います。 
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白毛門 谷川の岩壁を対面で堪能 

2018 年 3 月 17日(土)  ／メンバー：松浦 L、鈴木勝、山口裕 

当初は爺ヶ岳東尾根を予定していましたが、天候に心配があったため日帰りで歩ける白毛門に

変更になりました。白毛門は夏に馬蹄形周回時に歩いて以来、2 回目です。冬、谷川岳には何度

も足を運んでいますが対岸の白毛門は初めてです。既に下部は夏道が見えてきており、例年より

も早く春が来そうな雰囲気でしたが、上部はまだ雪尾根を楽しめました。 

中盤以降は、迫力ある谷川の岩壁を対面で堪能できる素晴らしいルートです。先週登った乗鞍の

真っ白な世界も素敵でしたが、雪がついている時の岩壁の美しさも甲乙つけがたいですね。冬の

谷川登ったことある人は、是非白毛門に登

ってその谷川の絶景を見てもらいたいも

のです。登頂時に広がる笠・朝日の山並み

も美しく、こういうの見ると冬山やめられ

なくなります。 

次に訪れる時には是非赤沢山からの周

回にチャレンジしたいですね。ただ重装備

で白毛門の上部の急斜面の下りは緊張し

そうです。登りで使って赤沢に抜けるルー

トだと幕営ポイント行けるのか？やはり

赤沢から登るのが良いのか思案のしどこ

ろ。それにしても今年は例年に比べ早く雪

がなくなりそう。あと何回雪山に行けるかな。春はもうすぐそこですね。次からは花見を楽しみ

ますか。 

 

残雪の谷川馬蹄形周回 

2018 年 3 月 24日～25日／メンバー：L 山口裕、会員外 

■1 日目：白毛門登山口駐車場 7:16 - 9:33 松ノ木沢の頭- 10:32 白毛門 10:41 - 11:33 笠ヶ岳 - 

13:13 朝日岳 - ジャンクションピーク 13:45 - 14:44 清水峠白崩避難小屋 

■2 日目：清水峠白崩避難小屋 5:00 - 5:55 七ツ小屋山- 6:43 蓬ヒュッテ- 6:47 蓬峠 - 7:48 武能

岳 7:52 - 8:15 笹平 - 9:44 茂倉岳（休憩）10:03 - 10:22 一ノ倉岳- 11:22 谷川岳 - 11:51 肩の小

屋 11:57 - 12:02 天神ザンゲ岩- 12:21 熊穴沢避難小屋- 13:04 天神平 

 

先々週、白毛門へ登った時にみた笠・朝日岳

の姿が忘れられず、歩こうと計画した谷川岳馬

蹄形周回です。天気は快晴で最高のコンディシ

ョン。  

登山道の状況ですが、GWを思わせるような天

気と雪のコンディションです。例年と比べると

2～3週は春っぽい感じです。この状況を見ると 
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残雪期を楽しめる時間も少ないかも、と心配なります。  

とはいえ、雪が少ないおかげで武能岳からの谷川方面への下り斜面、茂倉への登り返しの急斜

面は安全に歩けました。雪壁ではちょっと怖かったかも。ジャンクションピークから清水峠への

下りは上越の山を見ながらの素晴らしい歩行ができました。夕食に酒粕を使ってみた鍋はなかな

かうまくこれも満足。一ノ倉までは本当に人が少ない厳しいも楽しく、谷川山頂に来たとたんに

あまりの人の多さに現実に引き戻された感じでした。肩の小屋が休業中でサイダー乾杯が出来な

かったのが残念でしたが、久しぶりにガッツリ歩けて満足の山でした。 

 

要害山 武田信玄生誕の地はツツジが見頃 

2018年 4月 7日 ／メンバー：L山口裕、会員外 コースタイム：5時間 20分 

積翠寺バス停 11:55 - 12:02 積翠寺- 12:08 ホテル要害- 12:45 要害山 13:00 - 13:55 深草観

音 14:10 - 14:20 岩堂峠 14:21 - 14:29 深草観音 - 16:12 武田神社 

一昨年、城好きな会社の人を岩殿山に連れ

て行ったら、とても喜んでくれリクエスト

があったので、武田の山城で知られている

要害山にお誘いしました。要害山は以前秋

に訪れた時に山頂に桜の木があり春に再

訪したいと思っていた山です。 

 今年はあっという間に桜が散ってしま

い山頂での花見は出来ませんでしたが、ツ

ツジがたくさん咲いていて得した気分。同

行者が城好きの人だったので山頂直下の門跡やなど確かに敵襲を抑えるように作られているのを

随所で説明してくれ、いい勉強になりました。山城は自然の地形をうまく使ってよく考えられて

います。たまには自分と異なる趣味の人と歩くのも新鮮な体験ができますね。 

 

蜂城山 ピンクに染まる桃源郷花見山行 

2018年 4月 8日/メンバー：L山口裕、会員外  

コースタイム：5時間 20分 

勝沼ぶどう郷駅 9:25 - 10:28 釈迦堂遺跡博物館

（休憩）10:42 - 11:11 蜂城山登山口- 11:46 蜂

城山（休憩） 12:07 - 12:48 神領山- 13:31 大

久保山（休憩） 13:46 - 13:54 甲斐いちのみや

大文字焼き- 14:30 釈迦堂遺跡博物館  

ピンクに染まる桃の花の桃源郷は年 1回の楽しみの 1つです。今年は例年よりも早く暖かくな

ったため、花の咲く時期が前倒しになり当初予定していたより 2 週は早いでしょうか。釈迦堂に

来るまで花が終わっていないか心配でしたがピンクに染まる景色を堪能できて良かったです。こ

の景色を見るだけで 1年幸せが訪れそうですね。 

 



- 11 - 

 

 積雪期限定 平標山～日白山～東谷山 藪漕ぎに難ぎ 

2018年 4月 21日－22日 ／メンバー：L山口裕、会員外 

■1日目：宿場の湯近く駐車場 6:29 - 8:54 松手山- 9:52 一ノ肩 - 10:40 平標山（休憩） 11:04 

- 11:37 一ノ肩- 14:40 二居俣ノ頭  - 14:55 幕営地 

■2日目：幕営地 5:20 -6:00 日白山 6:13 - 7:25 東谷山 - 9:14 二居峠 9:20 - 9:50駐車場 

当初は上越奥地、登山道のない下津川山に向

かう予定でしたが例年にない融雪に登山口敗

退の可能性が高いと判断。3 週前に馬蹄形から

見た時にまだ雪がありそうで、3 月天候不良で

中止した日白山に平標から向かう周回ルート

で歩くことにしました。この尾根は登山道がな

く、積雪期限定のルートで雪が多い時はラッセ

ルがきつく、おそらくこのルートを歩くのは非

常に難儀ですが、藪が出てしまうとそれも難儀

と季節が限定されます。 

歩いてみた感想ですが、もう 3 月下旬位なら最適な尾根歩きができたろうと思います。雪庇の

張り出した近くの景色に谷川・苗場を遠望しながらの尾根歩きは最高に贅沢です。そして、たく

さんのテン場適地。二居俣ノ頭でのテント泊はイイですね。 

沢登りをやっているので、藪漕ぎは若干経験がありましたが、こんなに密生した藪は初めての

経験。本当に進まない…こんなポイントがある場合はコースタイムに加味しなければなりません

ね。勉強になりました。そして藪のあるところはなるべく行くまいと心に決めました。以前歩い

たタカマタギからの尾根もいいし、この辺は冬季のテント泊を楽しむには最適な場所です。高速

道から遠いのが難点ですが、再訪したいお気に入りの山になりました。 

 

両神山・天理岳 破線ルート天武将尾根からの周回 

2018年 5月 12日／メンバー：L山口裕、山崎寧、鈴木勝、殿塚、宋 

コースタイム：10時間 35分 7:30 日向大谷口駐車場 - 7:36 両神山荘 - 10:00 天理岳(ルートミ

スで登り返し) 10:40 - 11:10 禿岩 - 13:42 前東岳

の岩場- 14:07 両神山（休憩）14:47 - 15:04 両神

神社- 15:42 鈴が坂- 15:48 清滝小屋（休憩）16:00 

- 16:05 弘法之井戸- 16:20 両神八海山 - 17:06 会

所- 17:42 日向大谷駐車場 

埼玉百座の天理岳・両神山を歩くために破線ルー

トの天武将尾根を周回しました。いやー久しぶりに

登りごたえのあるルートでした。特に天理岳の尾根

に取り付く直登は今回の核心だったかもしれません。

っていうか、この区間はバリルートですね。 
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心配していたよりも天武将尾根は歩きやすかっ

たです。稜線は高度感のある切り立ったところはほ

とんどないし。痩せている箇所は数か所程度。ただ

し、天理岳から尾根選択ミスをしたのは反省。踏み

後を信じず、もう少し慎重に GPS・コンパス・地図

を見れば気づいたところです。尾根筋の踏み跡を軽

く信じちゃいけません。 

 標高 1000m付近はツツジが見ごろを迎えており、

新緑に映える赤がきれいでした。そして思いもかけ

ずシロヤシオも結構あるコースで得した気分（もう

1・2週位早ければベストでしたね）。 

 この時期は両神の稜線はアカヤシオが満開になるので期待していましたが、今年はやっぱり早

かった。既に散ってしまい、かろうじて一部花が残っている感じでした。山頂は混雑しているよ

うだったので隣のピークで休憩。下山は一般ルートを使いましたが、破線ルートに比べると本当

に歩きやすく登山道のありがたみを再認識できました。 

 でも、両神なら八丁峠からの鎖場ルートがやっぱり一番面白いかなー。一緒に歩いてくれた仲

間には感謝です。順調なペースで先頭を歩いてくれた山崎寧さん、10時間歩行初体験でヘロヘロ

になりつつも頑張り続けた宋さん、頼りがいのある殿塚さん、鈴木勝さんお疲れ様でした。 

 

盆堀川千ヶ沢 石津窪 シーズン初沢登り 

2018年 5月 26日(土) ／メンバー：山口裕、会員外／コースタイム：6時間 40分 

今シーズンの沢はじめになりました石津窪。今年は例年に比べ雪が少ないので沢は関東周辺の

沢は非常に登りやすい年になりそうです。奥多摩の沢と言うと暗いイメージ、さらに窪と地名が

付くくらいだから暗いよねと思いきや新緑が明るく意外にいい雰囲気の沢でした。 

 水量はそれほど多くなくも、釜は結構深い箇所もありドボンはしないように慎重に進み、中盤

の滝が若干厳しかったものの、他は適度に楽しみながら登れる範囲。短めの沢ながら満足感を満

たす沢登りができました。最後の詰めもほとんどなく、くだりもそれほど長くないのも魅力の 1

つです。 
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信仰の山 三峰山 (６０５ｍ)  栃木県鹿沼市 

記：森 花江 

 

【メンバー】Ｌ.鈴木(廣)、兼堀(善)、森(律)、今泉、森(花)  

【日  程】2018年(平成 30) 3月 4日(日)  

 6:00獨協大学前(草加松原)駅→東北自動車道→7:00 栃木 IC→8:00 神社駐車場～8:10 

清滝不動～9:15 奥の院～10:30 三峰山～11:15 神社駐車場 

 

御嶽山神社を出発、10分で清滝不動沢沿いの道を登ると普寛霊神、ここは信仰の山、 

石祠があっちこっちに並んでいます。鎖場を避けて巻道。暗い松林を尾根に出て右の奥の院。三

体の神様があり、展望が開けているのはここだけ。後方には男体山が。剣が峰、権現山、急下降

に、急登あり、やっと三峰山の石祠と三角点。下りも足場が悪い。注意して下りよう。 

セツブンソウ，福寿草、蠟梅を楽しみ、極めつけは出流そば。この時季限定、寒晒そば、 

一升盛りを皆で堪能、大満足、おいしかった。 

リーダー、参加の皆さん、ありがとう。 
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山本 理郎 

■日時   平成 30 年 3 月 6 日（火）～3 月 7 日（水） 

■メンバー  L=山本、小宮、和田、兼堀（善）、黒沢、小野寺、新島 

■コース 6 日草加松原 5：30……郡山……磐梯猪苗代 IC……グランデコスキー

場 9：10……ゴンドラ……第四 4 リフト 10：10……西大巓山頂 11：40

………駐車場 13：10……福島西 IC……蔵王温泉 P 社保養所 17：10 

 

 7 日宿出発 8：30……ロープウェー……地蔵岳山頂駅 9：40……地蔵

岳山頂 10：30……熊野岳山頂 11：40……ローウェー山頂駅 12：50…

… 

 米沢経由……東北道……草加松原 18：30 

 

昨年の 3 月 13 日、今日とほぼ同じメンバーで蔵王連峰の地蔵岳～熊野岳～刈田岳

の縦走を行い、その時は素晴らしい樹氷に出会えて今年も見に行こうという事になっ

た。今年は運悪くお釜周辺で火山性微動が発生し、周辺立ち入りが規制され熊野岳も

その対象となってしまった。宿の予約も取れていたので初日は西吾妻山の樹氷を見

て、蔵王の樹氷は山に登らずスキーゲレンデをワカンで麓まで下るコースに計画変更

した。 

 

 3 月 6 日 西吾妻山の南斜面にあるグランデコスキー場に約 3.5H で到着。駐車場か

ら山頂も望めまずまずの天気である。ゴ

ンドラに 15 分、第 4 リフトで 10 分、標

高は 1500ｍ位まで運んでくれる。緩やか

な斜面は至る所に踏みあとがあったが、

迷うことはなかった。スマホには現在地

と履歴が一目瞭然に示されており、これ

ならホワイトアウトでも心配無用と感じ

た。山頂までの中間地点までくると、樹

林帯の切れ目から眼下に裏磐梯が一望で

きまた西大巓のピークらしき頂きも望め

る。ただ残念なことにモンスターの姿は

どこにもなかった。登山コースは新雪で

はないが、ワカンでも潜ることがしばし

ばという雪の状況で、平均年齢 70 歳超

西吾妻山（西大嶺）・蔵王連峰（熊野岳） 

山（1103ｍ） 
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そんな中、皆に押されて新島、山本の 2人が西大嶺

まで行くことになった。西吾妻の本峰が見える辺り

からは風が強くなり、寒さも加わって、雪面もアイ

ゼンが必要となった。早々に何もない西大巓の山頂

で写真を撮り、皆の待つ登山口へ下山を急いだ。 

 

3月 7日 天気予報は終日快晴。平日の朝の温泉

につかり、ゆっくりと朝食を済ませて、いざ山へと

言うのが高齢者の極楽登山であり特権でもある。樹

氷は終わっているという情報を得て計画変更も考えたが、あまりにも天気が良いので計画通りロ

ープウェーで登ることにした。途中で見知らぬ登山者から、昨日の午後 2 時に入山規制が解除に

なったことを教えてもらう。「なんとラッキーな！」 地蔵山頂駅に着くとそこはパノラマの真っ

ただ中、鳥海山、月山、飯豊連峰、吾妻連峰～ど

こまでも青空に白銀の峰が輝いていた。無風、快

晴、締まった雪原、すべての条件が揃い、もう登

るしかなかった。地蔵岳までは 7人全員が頂上を

踏み、記念写真をパチリ。山の会の最長老小宮さ

んは自主申告で、ここで下山。 

目の前には、熊野岳が輝いていて、その尾根に

出れば、蔵王のお釜が目前のはずである。次の長

老黒沢さんも「ゆっくりなら行ける」という事で、

小野寺さんに「老老サポート」をしてもらい。ゆっくりと登って

もらった。熊野岳山頂の神社で先発隊が待ったが 10 分も遅れず

に登頂したのには、「恐るべし山の会の長老」であった。 

という訳で、当初計画では、山頂駅からモンスターを見物しなが

ら、ゲレンデの脇をワカンで下る予定であったが、火山の規制が

突然解除されたこと、見るべきモンスターが無かったこと、あま

りにも良い天気であったことの理由で、全員賛成で、山行計画書

に無い行動をし

ました。 

「これって、計画変更の一報を誰かに入れるべき

なのかな？？」 
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山行紀行 ～ 2018 春 ～                 記：浅井祐子 

 3/17(土)  富士山/一合目～五合目  

 L.祐子、小野寺、小林い 

草加 5:30=馬返し P8:15-三合目 9:45(アイゼン装着)-五合目(佐藤小屋)11:20-11:50-下山-P14:30 

昨年春に登りお気に入りのコースの一つになる。雪の季節も楽しめること間違いなしと確信し

いざ馬返しまで。真冬だとここまでの道さえ凍結の不安があるが 3 月ならその心配も消える。 

意外と雪が少なくちょっとがっかり。それでも標高 1840ｍの三合目まで来ると多くはないが雪が

出てくる。アイゼンを付けてザクザクと氷の道を登って行く。氷の下を解けた雪が流れて行く様

のなんと神秘的なこと。静かで清らかなこの白い世界を 3 人占めとはなんと贅沢なことか! 

 目的の五合目には誰もおらず佐藤小屋も閉まっており寂しい限りだった。さすがに標高 2300m

の風は冷たく、空腹を満たしそそくさと往路を戻る。 

下山後は冷え切った体を温めに紅富士の湯へ急ぐ。その後はオバサン 3 人のんびりと帰路へ。 

 

5/22-23 榛名山と伊香保温泉  

L.祐子、杉山、木原、小野寺、鎌形、兼堀ｘ２、下川、山﨑正、山口敏、山本、小宮、森花、 

 畑野仁、黒澤、出口、関口、鈴木里、 

5/22 新越谷 10:00= 伊香保温泉 13:30 /14:30 バス = 登山口 – 榛名富士 = 伊香保温泉(泊)  

5/23 宿 9:00 – 伊香保神社 – 森林公園 - 伊香保温泉源泉 11:30 – 昼食他 = 新越谷 20:00    

 新聞折込のチラシで見つけた「伊東園ホテルズ」の格安料金設定を利用しての榛名山ハイク。 

まさかこんな大所帯になるとは思わず内心苦笑の計画。伊香保温泉の歴史ある宿「金太夫」に泊

り、源泉流れる階段街や鉄分含む茶褐色の温泉、さらにはカラオケや卓球やらを楽しむ。 

これで一泊二食(但しバイキング)+飲み放題+往復バス代含めて 1 人\5,140。 皿洗いでもしない

と帰れないのでは？と疑心暗鬼になってしまったほど…。 

 でも山の会ですからしっかりハイキングを楽しみましたよ。調べたバスの時間に誤りがあった

ため 1 時間にとどまってしまったが満開の山ツツジを楽しみながら榛名富士の頂に立つ。 

 二日目は雨を心配しながらも伊香保神社からフィテンチッド溢れる森林公園を散策し伊香保

温泉に戻る。16 時の帰路のバスが出るまで、再度カラオケやら温泉やらを各々楽しんだ。 
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富士山 1～5合目 
記：小林いつ子 

■ 日  程 H30.3.17（土）                 

■ 場  所 富士山 

■ メンバー Ｌ浅井祐・小野寺・小林い  

■ 歩  程 松原 AM5：30出発＝馬返し登山口 P7：30… １合目 8：00 

…2合目 8：50…3合目 9：30…4合 5勺 10：30…5合目 11：25 

下山開始 11：55 …馬返し P14：10＝紅富士の湯 

 

 今も昔も信仰の山である富士山を人々は懺悔懺悔六根清浄と唱えながら歩いたのか？ 

朝、私は寝坊をしてしまい自宅まで迎えに来てもらった。まさに懺悔懺悔である。 

お馬返しの駐車場は真っ白で、いっぺんに緊張が走った。 

富士山は以前、会 25 周年記念で田子の浦から登った。ルートは違うが五合目から山頂まで歩いたの

で、今回、富士山を一合目から山頂までつなげることが出来た。 

馬返しの鳥居をくぐり抜け、一合目～二合目～三合目でアイゼンを付けた。昔、善男善女で賑やかだっ

た道には朽ちた小屋が数軒残っていた。道は残雪と氷が厚くなってきた。 

四合五勺の説明板によると、この先は女人禁制の時代があったようだ。 

少し声高に抗議！ 

「男ってさ！」から始まり、「私達ってさ！いい時代に生まれたわよね！」で気が済んだ! 

五合目の佐藤小屋は無人だった。ガスが濃くて残念ながら景色は見えない。下山は分厚い氷に注意・

集中して下りた。改めて富士山を見あげると七合目付近より下は雲に覆われていた。富士山のある日本

に生まれて本当に幸せ！！ 

この日の出会いは単独行イケメン二人のみ。 

 祐子リーダー・英子さん、お世話様でした。懲りずにこれからも宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五合目 佐藤小屋 
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茶臼山 (５１７ｍ) ・毘沙門山 (５８７ｍ) 
（栃木県日光市今市） 

記：鈴木 廣 

【メンバー】Ｌ.鈴木(廣)、山﨑(正)、澁谷、森(花)、大門、新島、八並 

【日 程】2018(平成 30)年 3月 18 日(日)  

     5:30 獨協大学前(草加松原)駅→東北＋日光自動車道→8:00 茶臼山登山口 8:15～9:00 茶

臼山山頂～9:30 分岐～10:00毘沙門山山頂 10:30～11:50茶臼山登山口 

【経 費】自動車道通行料＝2,260＋2,320＋310＋210＋310＝5,410×2台＝10,820円 

     ガソリン＝3,792＋3,378＝6,170円 車両代＝5,000×2 台＝10,000円 

     合計 26,990 円 @3,856≒4,000円 

  

茶臼山の登山口の狭いスペースに車 2台を止め、登り始め 20分位の急登であった。後 

はなだらかな山道。茶臼山到着。表日光・男体山が見えるが、途中どこからでも見える展 

望、さらに杉林の中、目立つ様な所もなく、登り下りの縦走であった。分岐っていうのか 

左手に毘沙門山が見え、急降下、巨石が続き、ロープもあり結構楽しめた。電波反射が立 

ち、ここが毘沙門山山頂。遠くに鬼怒川温泉山は白く濁りはっきりしない。今市のテレビ 

電波を受ける建物の脇を通り抜けしばらく歩くと朝気になっていた蒸気機関車の音が又聞 

こえる。来るぞ、煙を舞散らして走る姿を通り過ぎるまでじっと見ていた。 

 駐車場に着き、予定の温泉に向かう。しかし近くまで行った所で、自転車の二人組の兄 

ちゃんに尋ねたところ、長久(ちょうきゅう)温泉はもう廃業だとか…。諦めて、宇都宮の 

大谷観音に行こうと決まった。途中、ふれあい広場(大きな道の駅)に寄り道、買い物をす 

る。大谷観音の駐車場に止め、資料館を見学。堀跡の荘厳な地下空間に驚く。その後、大 

谷寺の平安時代の石仏と、屋外の巨大な平和観音に幸せを祈り、合掌して帰る。 

 出発するまで、こんな山行で楽しんでくれるのか、何時も気になっています。 

メンバーの皆さんに握手を。 
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日連アルプス 

森 律子 

実施日：2018年 3月 18日 

メ ンバー： 兼堀恵美子、兼堀善和、畑野仁美、森 律子 

コースタイム： 9：30日連アルプス登山口→10：03金剛山→10：55鉢岡山→11：35日連山 

→12：50日連アルプス登山口 

 

↓のパンフレットは藤野駅で入手できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

藤野観光協会がお勧めしている日連アルプスへ、高低差 200ｍ、歩行距離 12ｋｍ 

道もしっかり整備されていて、歩きやすくいいハイキングとなりました。季節が良ければ帰りは野菜の

無人販売所がたくさんあるので、家族へのお土産も買えるおまけ付き！ 

山頂には素敵なテーブルがあり、山ランチには最適な所でした。 

参加してくださった皆さん、ありがとうございました。 
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青梅・赤ぼっこ山 

記：中島 秀子 

★日  程：2018 年 3月 29日（木）晴れ 

★メンバー：Ⅼ中島、ＳＬ石井（文）、兼堀（恵）、澁谷、黒澤、杉山、芳野、下川、関口、

木原、殿塚、鈴木（里）、土屋、山田、兼堀（善）、山崎（正）、新庄、井居、森（花） 

★コースタイム：南越谷 6:33－西国分寺 7：25－青梅駅 8：04    青梅駅 8：25～9：05 

天祖神社登山口 9：15～旧二ッ塚峠～馬引沢峠～10：50 赤ぼっこ山（昼食）11：40～

天狗岩～稲荷神社前 13：30～梅の公園東口 13：50～14：10日向和田駅 

 

 青梅駅周辺は、赤塚不二夫のコミックキャラなどが至る所で見られ、古い映画の看板等レ

トロな雰囲気の街並を眺めながら、赤塚不二夫記念館の前を通り、多摩川に架かる橋を渡り

登山口の天祖神社へ。神社の脇にカタクリの群生地がある。今年は気温の高い日が続いた為

カタクリの花は終わってしまったのでは？と心配でしたが、絨毯を敷き詰めた様な前回の華

やかさはないもののまだ咲いていました。前回見た白いカタクリはみつからず残念！！ 

 神社の鳥居をくぐり、長く急な石段を登って行くと天祖神社の拝殿があり右手から登山道

に入る。しばらく雑木林の道が続き明るく開けた墓地公園の車道に出るが直ぐ登山道ヘ。二

ッ塚峠を過ぎ少しすると登山道の左側が目隠しをするかの様に、フェンスや黒い網が張って

ある。日の出町の二ツ塚ゴミ廃棄処分場がある為らしい。隙間から見ると広くて大きな処理

施設です。しばらくの間わずかですがゴォー と云う音が聞こえ、ゴミの臭いも・・・。    

前回は建設工事中でした。 

一本杉が立ちベンチのある明るい赤ぼっこ山頂からは、青梅市の街並が一望でき、奥多摩

から奥武蔵へ続く展望を楽しみながら早めの昼食タイム。平日にもかかわらず私達が山頂に

いる間何人かの登山者が登って来て、外国人のグループもいました。山頂から 20 分程の天

狗岩は、周りに沢山木が生えているので高度感を

あまり感じないが、飛び出た大きな岩がテラスの

様になっています。多摩川に沿った梅郷の街並や

高水三山の稜線が一望出来ました。4年前にウィ

ルスの感染により、青梅市内の梅の木は全部切ら

れてしまったそうですが、昨年安全が確認され梅

の公園や市内で植樹が始まっているそうです。今

回梅の公園の散策は出来なかったので、数年後梅

の花の時季にまた足を運んでみようと思いながら

日向和田駅を後に予定通り帰路に着きました。 

今回大勢の方が参加して下さり不慣れな

リーダーで行き届かない点も多かったと思

いますが、皆さんに助けて頂き無事に山行

を終える事が出来ました。有難うございま

した。   
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谷川岳マチガ沢雪上訓練 

 

記：宮澤明音 

山行日：2018年 4月 1日 

山行者：Ｌ松浦 剛, ＳＬ:長田 一樹 , 浅井祐子, 浅井昭光, 新島和子, 畑野順二, 四宮慎太郎, 

出口栄子, 奥村一江, 宮澤明音  

コース：5:30松原西口出発→8:30土合駐車場発→9:10マチガ沢出合い（訓練場所）着 

→13:30訓練終了/下山→14:30土合駐車場着→温泉→20：00草加着 

 

 

 

冬の始めには、今年は雪山に挑戦するぞ！と意気込んでいたのに、急激に降った雪に腰が引け

てしまい、そのまま桜の季節を迎えていた。 

そんな折、雪上訓練が行われると聞き、喜んで参加させていただいた。参加者には私を含めた初心

者が数名。我々のために企画して下さったのだなあ、と嬉しくなった。 

天気は快晴！日差しがあるので空気の冷めたさが心地よく、歩いているとすぐに暑くなる。12 本爪

アイゼンを装着するのは2回目。やっぱり紐の巻き方が分からず、教えてもらう。順調に歩き始めて間

もなく・・・早速アイゼンが脱げた。どうやら足の大きさに合っていなかったらしい。大きさを調整してい

ただき、また紐を巻く。図らずも 2 度練習できたので、次回は一人で巻くことができそうだ。アイゼンを

付けての歩きはさくさくと楽しく、このまま歩いていきたいなあと思ったが、思いのほかすぐにマチガ沢

に到着。近辺では雪上訓練をしている団体がすでにいくつかあり、訓練風景を見て不安がちらりとよ

ぎる。 

訓練は 2グループに分かれて行った。我々初心者中心のグループは、まずは斜面の歩き方から。

つま先で雪を蹴り込んで足場を固めながら歩く方法は、力のあまりない私にはちょっと難しい。ほか

にもいくつか歩き方を教えていただいたが、何回か雪山を歩くと自分に合う歩き方が分かるのだろう

な。 



- 22 - 

 

次はいよいよ滑落停止訓練！隣で訓練をしている経験者チームをちらりと見ると、派手に横転して

滑っていく（というより転がっていく）松浦さんが！ひょえーーーー！ その後我々のグループの長田

さんも実際に滑って見せてくれたが、止まる練習をする前に滑ること自体が怖くて滑り出すのに躊躇

する。しかし滑りださなければ止まる練習はできないし。。。思い切って滑ってみると、あら、結構楽し

い♪一番難易度が高いと思われた、あおむけで頭から滑るのが、青空が見られて一番気持ちよかっ

た。 

前回初めて手にしたときは邪魔なだけだったピッケルの重要さも理解でき、どの長さが自分に合っ

ているのか考える要素になったし、何度も斜面を滑り降りたことで、“滑る”ことへの抵抗感がなくなっ

たことが一番の収穫だったと思う。実際の滑落はもちろんしたくないけれど、実際に起きてしまったと

きには、過去に滑った経験をしたことがあるのとないのではパニック度合いが全く違うと思う。 

 今回参加したのは我々初心者グループだけでなく経験豊かな方々もいた。改めて訓練をする理由

があるのだと思う。私と違う視点を持って参加していた方々のお話を今度ぜひ伺ってみたい。 
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奥武蔵 伊豆ヶ岳 
 

記：山崎 寧子 

メンバー 山崎 寧子 会員外 1名 

山行日 2018年 4月 3日 

コース 電車（南越谷改札 05:45集合） 

 05:34 獨協大学前 東武スカイツリーライン・北越谷行 

 05:41 新越谷 徒歩 

 05:52 南越谷 ＪＲ武蔵野線・府中本町行 

 06:23 新秋津 徒歩 

 06:40 秋津  西武池袋線準急・飯能行 

 07:19 飯能  西武池袋線・西武秩父行 

 07:35 東吾野駅（トイレ） 

 07:50 伊豆ヶ岳登山開始 

  

歩行 6：30 休憩 0：20 

東吾野駅 7:50 ～ 9:20 子ノ権現天龍寺 ～10:10 天目指峠 ～10:50中ノ沢ノ頭～11:30高畑

山(昼食)11:50～ 12:40古御岳～13:40長岩峠～14:40正丸駅 

電車 正丸発 14：59  15：26  15：55  16：06 

 

この山の面白さは、いってみたらわかる。 
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西上州 毛無岩 
 

記：山崎 寧子 

2018年 4月 5日 

毛無岩 1300ｍ 

リーダー山崎寧子 他会員外 3人 

行 程 

9:00毛無岩駐車場登山開始～9:50造林小屋～10:50相沢越 11:40毛無岩 

～12:00道場下降点･昼食～12:45出発～14:30駐車場着 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

感 想 

本当に、岩でした。という感じの山 

行ってみればわかる。2度と行きたくない。。笑。。 
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棒 ノ 折 山 （９６９ｍ） 

記：山田朗子 

＜日程＞2018 年 4月 6日（晴れ、風強い） 

＜メンバー＞山田 

＜行程＞さわらびの湯 7:46・・・白谷沢登山口 8:00・・・棒の折山 9:30～9:42・・・ 

    岩茸石 10:08・・・さわらびの湯 11:06 

 

＜感想＞ さわらびの湯周辺から桜とつつじがきれい。白谷

沢コースの新緑、濡れた岩、山桜、、、林道を横切っ

たら斜面にはカタクリ。あ～、山に春がきたと実感

する。 

     頂上の桜はまだ固く、満開はあと一週間後くらい

かな？遠望はきかなかったが秩父の山々を眺める。 

     今日は風がだんだん強くなる予報なので、長居せ

ずに降りる。強風で杉の木からなにやら落ちてバチ

バチ顔に当たるのでフードをかぶる。降りるに従っ

て、風も当たらなくなり、さわらびの湯につく。頂

上の桜が満開の頃また来てもいいなと思う。 

      

塔 の 岳 （１４９１ｍ） 

＜日程＞2018 年 4月 20日（晴れ） 

＜メンバー＞山田 

＜行程＞ヤビツ峠 6:55・・・富士見山荘 7:14・・・二ノ塔 8:04・・・三ノ塔 8:19・・・ 

烏尾山 8:50・・・行者ヶ岳 9:22・・・新大日 9:40・・・塔ノ岳 10:15～10:42・ 

        ・・新大日 11:03・・・青山荘 13:35・・・ヤビツ峠 14:00 

 

＜感想＞ ヒルが出る前に、そして長尾

尾根も歩いてみたいと思い、出

発！コケリンドウ、イワザク

ラ、タチツボスミレ、エイザン

スミレ、キクザキイチゲ、、春

の野草に癒されながら塔ノ岳

へ。一休みして長尾尾根へ。ブ

ナの林の芽吹きがきれい。 

     丹沢ホーム分岐から車道歩き

だが、ものすごい数の（満開は

すぎてる）ミツマタ、ミツマ

タ、ミツマタ！！でした。 
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中山道 №13 （奈良井～上松） 

記：杉山 清美 

 

【メンバー】 Ｌ染谷(石井リーダー不参加のため)、阿部、兼堀夫妻、鈴木（ひ）、浅井(て)、澁谷 

出口、八並、中島、畑野（ひ）、平野、鎌形、小林（い）、森(は)、杉山、木原、大門  

 

◆4月７日(土) 奈良井宿～薮原宿～宮ノ越～原野(天神温泉国民宿舎青雲荘)泊 

 

武蔵野線南越谷から 6時 17分の電車に乗り立川へ。７時 21分発の特急指定「あずさ１号」で塩尻

駅に 9時 30分に少し遅れて到着。駅から石井さんが手配してくれていたジャンボタクシー2台に乗り

込み、前回歩いた見覚えのある道を走り奈良井宿へ。 

今回はこの奈良井宿から歩き始めた。赤い鳥居の鎮(しずめ)神社の先にある石段から旧中山道に

入る。杉並木を通り、石畳の道を歩くと、いよいよ鳥居峠越えだ。しばらく平坦の山道を歩くと、菊池

寛の小説「恩讐の彼方に」の舞台となった「中の茶屋跡」があった。 

このあたりから、海外のハイカーが次から次へとすれ違った。「こんにちは」と挨拶しながら歩く。  

この中山道は日本遺産となっているので人気が海外にまで届いているのか。この外国の方々とは、

翌日の木曽福島の関所跡でもお会いした。奈

良井宿で一泊して来られたのだろう。 

明治天皇が北陸倒壊御巡幸の際の休憩所

跡、「御岳遥拝所」などを過ぎると、熊除けの鐘

があった。その先には、天然記念物のトチノキ

の大木が多いことから、熊の餌場になっている

らしい。しばらく歩くと、鳥居があり、階段の奥

に御嶽山神社がある。ここは御嶽山遥拝所とな

っている。木曽側から登ってくると、最初に御

嶽山が見える場所であることから、木曽義元が

戦勝祈願の鳥居を建て御嶽神社を祭ったのだ

という。このことから、この峠を鳥居峠と呼ばれるようになったという。石畳の道を過ぎて薮原宿を通過。

宮ノ越宿へ。 

宮ノ越宿は、戦国武将、木曽義仲ゆかりの地として知られている。公園があり、「巴淵」と書かれた

碑がある。公園の下を木曽川が流れていて、その流れが、巴状に渦巻く淵であることから、「巴淵」と

呼ばれている。伝説によると、ここに住んでいた竜神が化身して、絶世の美女巴御前になったという。

その巴御前は、この淵で水浴し、泳いでは武技を鍛錬したのだとか。そして、木曽義仲と共に出陣、

馬にまたがり戦場を駆け抜けたという。公園内に、義仲館〔資料館〕があり入館した。実物大の立派な

装束を身にまとった木曽義仲、巴御前、四天王の出陣の様子が展示されていた。義仲は、功をたて

て征夷大将軍に任ぜられるも、後白河法皇の策略によって、鎌倉軍に敗れ、粟津ヶ原で討ち死にし

た。義仲 31歳の短い生涯だったという。 
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宮ノ越原野には、記念すべき中山道中間地点の碑がある。京へ、江戸へ、67 里 38 丁。日本橋か

ら歩き始めて京都までの半分を歩いたことになるのだ。感慨深いが、まだまだ先は長いな～。そこか

ら 20 分程歩き、本日宿泊する天神温泉国民宿舎青雲荘に到着。早速温泉に浸り、脚の疲れを癒し

た。 

ところで、夕ご飯は、別棟の広間の室内で炭火のバーベキュー。3 テーブルに分かれて頂いたが、

油が炭に落ちて、どのテーブルももくもくと煙が上がり、部屋中煙が充満。肉も野菜も黒こげに。食べ

終わる頃に炭の調子が良くなった。浅井さんの提案で焼きおにぎりを作ろうということになり、澁谷さ

んたちが、たくさん握ってくれた。遠赤外線で、程よく焦げたおにぎりに醤油を落として食した。これは

文句無くおいしかった。先ほどの炭になった野菜もこれで帳消しとした。 

 

◆4月 8日(日) 原野(青雲荘)～福島宿～上松宿へ 

 

昨夜寝る前に温泉に入った時には、雪がちらつき始めていたので、明日は、雪の中を歩くのを覚

悟して眠りについた。しかし起きてみると青空も望めてうれしい一日となった。 

二日目の「水と緑と史跡のまち」福島宿は巨大な冠木(かぶき)門をくぐったところにある。この福島

宿に入る前にどうしても通らなければならなかった場所が関所だ。坂を上がったところに、福島関番

所跡があり、番所建物を再現した関所資料館が建てられていた。この関所は、「入鉄砲と出女」を特

に厳しく取り締まっていたそうだ。 

この宿場は杉玉がさがる「七笑酒造」や古民家、風情ある小道あり、また一日かけて歴史散策した

い街だった。福島宿から上松宿を歩くのに、ガードレールの無い道を通るので、気を付けるようにと、

石井文子さんからのメールに一同気を引き締める。一キロ程のガードレールのない暗いトンネルの中

を歩いたが、車の轟音に緊張の連続だった。トンネルを抜けると間もなく上松駅に到着。予定より早

い帰宅となった。 

あずさの車中では、満開の桃の花、塩尻では満開の桜に迎えられ、歩いている道中ではまだ三分咲

きの桜だったし、宿では雪、変化を楽しめた二日間だった。6万歩だって、 

皆さんと一緒だから歩く事が出来たのだ。ありがとう 
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中山道中間地点 宿での記念写真（青雲荘） 

 

乾徳山旗立岩中央岩稜（北方カンテ） 

記：長田 一樹 

山行日：2018年 4月 8日  

メンバー：L.長田 一樹 会員外 

行  程：8：30太平牧場駐車場 8：40→9：45月見岩 9：50→10：30懸垂下降地点 10：45→11：40 

取付き 11：55→14：20稜線登山道 14：45→15：00頂上 15：25→17：00太平牧場駐車場 

 

3 月の末から気温が上がり始めたからか、気持ちがアイスや雪山という感じからクライミングにシフト

していたのに加え。頼まれていたのに何度も中止になっていた友人のマルチピッチクライミングデビ

ュー戦としても丁度良かったので今回行って来ました。 

乾徳山は自分が山登りを始めて、最初の冬に初めてアイゼン付けて登った山です。頂上付近は

岩々していて鎖場だらけの山で怖かった思い出があります。 

時期的に早いかと思いましたが新緑

の季節になると、新緑が邪魔で取り付

きが見つけ難くなりそうだったのとココ

最近の気温の高さから大丈夫と思って

いたのだが、途中の談合坂 SA では思

いの外寒い、天気は晴れだが風がある

のと寒気が残っているのか？太平駐車

場に着いても寒い、文句ばかり言って

いても仕方ないので装備準備して登り

出すと、身体も温まり月見岩に着く頃

には、うっすらと汗を掻く身体に風が心

地良いと思えるくらいになっていた。そ

れでも霜柱や薄氷もあるのでかなり冷え込んだのだろう。懸垂下降地点付近のケルンに着くと、先着

パーティー？二人がいたので準備をして待っていたが、降りる様子がない？様子を見に行くとランチ

の最中でした。断りを入れて前を横切り

懸垂下降にはいる、50ｍダブルでの一

回と念の為 50ｍシングル一回の懸垂

で右トラバース開始、ほどなく取付き付

近とも思われる場所に着くが、こんなに

近くないという思い込みで行き過ぎる、

どうも違うとなって戻ると、調べた写真

のガレたルンゼに出ました。水分と食

料を少し補給してから準備して 11：55

http://www.sanjc-gijutsu.com/site/log/%E4%B9%BE%E5%BE%B3%E5%B1%B1%E6%97%97%E7%AB%8B%E5%B2%A9%E4%B8%AD%E5%A4%AE%E5%B2%A9%E7%A8%9C%EF%BC%88%E5%8C%97%E6%96%B9%E3%82%AB%E3%83%B3%E3%83%86%EF%BC%89/
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スタート 

1 ピッチ目の薄被りのハ

ング超えが核心との事だ

ったので、左から取り付き

ハーケンを追って登って

行くと微妙に悪い、リッジ

に乗るか超えるかすれば

良かったのだが凹角から

左手方向へアンダーを使

って行ってしまい、Ⅳ級の

登りでは無い感じ(汗)ハン

グ下に戻って足元のリッジ

を見ればハーケン連打さ

れていました。後続にわざ

わざ難しい登りをさせてし

まい申し訳なかったです。また風がどんどん強くなり体温を奪う中でのクライミングだったので辛かっ

たと思います。1 ピッチ目終了点は残置ハーケン三枚を使って固定分散、2、3 ピッチ目はⅢ級です

が、2 ピッチ目はカムで支点及び終了点作成しないといけないので、そのまま私がリード、2 ピッチ目

終了点は岩角スリングに新し目のハーケンで作成、3 ピッチ目は新しいステンレスハンガーが 2 個あ

るという情報でしたのでマルチピッチリードデビューしてもらいました。メンバーは登りだす前に「寒い

登れない怖い解らない」と言っていましたが尻を叩いて送り出し、フォローになった自分を上げてもら 

い無事終了。 

 

装

備を片付け登山靴に履き替えて後

続パーティーを待つ、後続も到着し

てガチャ分けも終了したら頂上へ、

頂上直下鳳岩の鎖場は昔のイメー

ジより傾斜も無く威圧感も無いので、

鎖は使わずにフリーで登る、誰も居

なくなった頂上で遅いランチと記念

写真撮影したら足早に下山、1 時間

40 分で駐車場へ到着、初花で温泉

楽しんで呑んで食べて帰って来まし

た。 

頂上岩壁第一岩稜も登る予定でしたが、スタートが遅かったのと取り付きを探すのに時間がかかり

次回へ持ち越しとなりました。風が強く寒かったけど天気も良く終始富士山を見ながらのクライミング

に満足し、更にメンバー達のリードデビューを手伝え、7 年ぶり？の乾徳山で少しは成長した事を実



- 30 - 

 

感できたのが収穫だった山行でした。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 31 - 

 

 

蜂城山～大久保山（748ｍ） 
記：井口宮子 

 

山行日 平成 30年 4月 8日（日） 

参加者 L.井口、小野寺、新島、土屋、松田、山本、山田 

コース 草加駅 5：15＝南越谷駅 5：31＝西国分寺駅＝勝沼ぶどう郷駅 8：10＝タクシー 

＝釈迦堂 8：30…登山口 9：15…蜂城山 10：10…大久保山 11：50（昼食）13：00 

    …釈迦堂 13：50＝タクシー＝天空の湯 14：20（温泉）15：30…勝沼ぶどう郷駅  

    16：25＝南越谷駅 19：20 

 

甲府盆地の春もやはり早かった。4 月早々桜と桃の花が咲き始めたとの事を聞き、コースを

変更し釈迦堂前でタクシーを降り、果樹園の桃の花を愛でながら登山口に向かった。 

出発してすぐ鹿よけゲートを開けて、「やまぶき」や「山つつじ」が咲く新緑の中を進み、

神社がある蜂城山に着いた。前庭には朽ちた丸太のベンチがあったが誰も休む人が居なかっ

た。 

檜の林を登り神領山に着いたが、松の倒木があまりにも多く、少し戻って一休みしている

と、単独の女子が話しかけながら、おやつタイムしていたっけ。 

お昼、丁度の時間に大久保山に着き、広場でスープを作ってランチタイムを楽しんだ。 

（トマトが少なかったかな？） 

今日の仕上げは展望の良いぶどうの丘の日帰り温泉と、ビールで乾杯！！ 

あ、山田さんはアルコール（NO）ですって？ でもとても馴染んで居られて良かった。 

ご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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新柵山 ・ 大築山 （埼玉百名山） 

記：芳野光夫 

 

山行日：4月 11日（晴れ）   

メンバー： L.芳野、兼堀善和、恵美子、澁谷、山口敏雄、下川、八並、大門、森花江 

コースタイム： 6：00 独協大学前出発 、8：00 登山口駐車場着、8：30 登山口、9：30 新柵山、

10：20 越沢稲荷の大杉、10：30 花桃園、11：15～40 桜並木昼食、12：00 大築山登山口、

12：30 大築山、13：30～14：00 森林インストラクターの森、14：30 姥樫カツラ、15：20大カヤ

児持杉 16：00 建具会館、16：15 とうふ店、18：00 獨協大学前到着  

 

山村の春はいつも清々しく美しい。今年の春は、特急列車のごとく現れた。桜の花も 2 週間程早く、

葉桜になって居たが、八重の里桜は満開だった。花桃も街中では、盛りは過ぎて居たが、山の方で

は満開だった。新緑の緑や、遠くの山桜がまばゆく輝いていました。 

駐車場を後にして登山口に向かったが、入口を見落としてしまい、近所の人が心配して声を掛け

てくれた。埼玉百名山になってから登山客が増えたのかも知れない。 

杉と檜の林の中 1 時間、登り詰の急登だった。今年の花粉症は酷く、マスク無しでは過ごせない。

山頂で山桜を見ながら休息し、越沢稲荷の大杉に向かう。急な下りもあったが、道は登りよりも整備さ

れてあった。いきなり大杉が現れた。女性 5人で手を伸ばしてみたが 50センチほど足りなかった。 

山猫バスの停留所から下ると、お花畑が広がっている。ツツジや花桃の畑である。満開に成ったば

かりの美しさに、ベンチに座ってしばらく眺める。近くの民家の庭にも、里桜がいっぱい咲いていた。

地元でシロフウリンと呼んでいるシロヤシオの花も満開だった。そこから向う尾根の稲荷神社に向かう。       

巨木の大山桜の花は終わっていた。野草園で少し休み桜並木の道を下る。途中八重桜が満開の、

休み処で昼食にする。桜吹雪が舞い、遠くの山の新緑と山桜の色が清々しい。 

30 分程休んで大築山登山口に向かう。足がかなり疲労していて登りが辛かった。木札を見つけ記

念写真を撮る。昔はいっぱい植林されていて遠くの景色が見えなかったが、お城跡の看板の所から

展望が出来る様になっていた。この城跡は慈光寺と対立する北条氏の出城だった。そこから下山し

て森林インストラクターの森に入る、ゼンマイとモミジカサの山菜を採った。そこから車を回して姥樫と

カツラの巨木を見に行く。 

姥樫は赤樫の巨木でこの辺ではウバッカシと呼ばれている。次に車で大カヤへ向かう途中、花桃

としだれ桜が美しい山村の風景に着いた。車を降りて景色に見入る。地元のおじさんに声掛けられ

て話し込む。ここは先程通った野草園の直ぐ隣だった。 

次に大カヤに向かう。大カヤ入口から大カヤまで 5 分位の所だが、一般の人を連れてくると、なか

なか進まない。さすが山の会の人は難なく到着する。大カヤは樹齢 1000 年、この辺では最も古い樹

の一つだろう。萩日吉神社の児持杉を見る。樹齢約 800年。太い方は途中から24本に分かれている。

その姿が子孫繁栄を思い浮かべる。こちらが女杉。 

建具会館によって買い物する。私はワラビを買った。次にワタナベとうふ店によってとうふを買って

帰える。埼玉百名山を二つ登り、美しい花々を観賞し、巨木を 6か所見て回り、最後は買い物ツアー
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して 18時頃草加に帰ってきました。おかげさまで良い山行が出来たと思います。         

 

「ときがわ町ガイド」 

ときがわ町：首都圏から北西約 60Km、埼玉県のほぼ中央に位置し、中心を町名の由来である都

幾川が西から東に流れる、水と緑にかこまれた自然豊かな町です。 

 人口は、約 11,820人、面積は約 56K㎡で、この面積のおよそ７割が山林という大きな特徴がありま

す。 

 町ではこの貴重な財産であります森林資源を有効に活用し、様々な公共施設で積極的に木材利

用を進めています。老朽化した施設については建て替えではなく「耐震改修+内装木質化」のときが

わ方式による改修を実施しております。地域材を使用することは、林業振興にも大きな活力を与え、

また、伐採した山に再び植林することで山林における循環のサイクルが確立され、環境問題の解決

に向けた効果も期待されております。 

 

慈光寺：飛鳥時代 673 年、慈光翁が僧の慈訓（じくん）に命じて千手観音像を彫らせ、観音霊場と

し、役小角（えんのおずぬ）が来遊して、西蔵坊を設け修験の道場を開いた。その後、鑑真（がんじ

ん）和尚より教えを受け民衆から菩薩と崇められた釈道忠（しゃどうちゅう）によって開山された。平安

時代には、清和天皇から「天台（比叡山）別院一乗法華院」勅額を賜った。鎌倉時代になると鎌倉幕

府から厚い庇護を受け、源頼朝から寺領 1200町歩を寄進された。慈光寺はかつて関東屈指の大寺

院であって、山中には 75の僧坊があり、栄華を極めた。 

 ときがわ町に木工業者が多いのは，慈光寺造営に関わった宮大工の一部が竣工後、当地に土着

したことによります。また、隣接する嵐山町は、木曽義仲の生まれ故郷と伝えられ（歌舞伎“実盛物語”

では、琵琶湖の畔ですが）、鎌倉街道上道（かみのみち）が通っていました。このように、この一帯は

古くから開けていました。 
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萩日吉神社：欽明天皇六年（544 年）、曽我稲目によって創建されたと伝えられ、萩明神とよばれ

ていた。その後、平安時代初期に天台宗関東別院となった慈光寺一山鎮護のため比叡山麓にある

坂本から日吉大神を勧請合祀し、萩日吉山王宮に改称したといわれている。尚、源頼朝が慈光寺へ

寺領 1200 町歩を寄進しましたが、同時に萩日吉神社へも御台（みだい）北条政子の名により田畑 1

町７畝を寄進しております。なお、県指定無形文化財である流鏑馬（やぶさめ）は、3年に 1度奉納さ

れ、次回は平成 31年 1月に予定されています。 

 

児持スギ：樹高 40ｍ、幹囲 6.6ｍ、8.6ｍ、推定樹齢 800年 

 萩日吉神社参道入口、最初の石鳥居の斜め後方に２本の大杉が並び立っている。太い方は、途

中から 24 本に分かれている。その姿が、子沢山→子孫繁栄の類推を誘ったのだろうか。こちらが女

杉。女性上位の夫婦である。一対で御神木とされているらしく、注連縄も独立にではなく、２本まとめ

て掛けられている。それぞれ単独でも立派な巨木だが２本並ぶとやはり壮観である。仲を取り持つよ

うに小さな祠がある。２樹を祈願すると子が授かるそうだから、子授けの神様が鎮座なさっているのだ

ろう。 

 

建具会館：建具会館はときがわ町の地場産業「建具」の展示や、家具、工芸品、地元特産の農産

物加工品などを販売しています。埼玉県内有数の生産量を誇るときがわ建具は、慈光寺番匠の技

術を伝承した職人が丹精を込めて作り上げた美しい意匠で好評。注文建具、木工品の製作、リフォ

ーム相談も承ります。 

 

くぬぎむら体験交流館：標高 400ｍに位置するくぬぎむら体験交流館は、平成 20年 2月に元の小

学校を改築してオープンした山村体験を楽しんでいただく施設です。周辺からは関東平野が一望で

き、豊かな自然環境の中で山間の農業を体験したり、郷土料理を味わうこともできます。また、交流

館の中では竹細工などの工芸品の製作などが出来ます。新鮮な空気と気持ち良い光、自然の恵み

をたっぷり体験してください。 

 

越沢稲荷の大スギ：スギ科の常緑高木。建築材として広く植えられ、特産の建具の材料にもなって

いる。たいていは 30 年から 50 年で伐採されるが、巨木として保護されているのも少なくない。このス

ギは萩日吉神社の児持スギに次ぐ大きさで、地面に着くほど垂れ下った枝に特徴がある。越沢稲荷

の御神木として親しまれている木である。幹周り：6.05ｍ 

 

向尾根のヤマザクラ：バラ科の落葉高木。愛宕社の正面に御神木のように生えている巨木である。

ヤマザクラには珍しく根元から多数の幹に分かれ、四方に枝を広げている。現在はそのうちの数本が

折れてしまったが、樹勢が弱った様子は見られない。 

 

苦抜きの力石：ヤマザクラの手前に椚平の稲荷神社がある。祭りの時に力自慢でもするのか、苦

抜き（クヌキ）の力石が並べてある。 
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姥樫：和名はアカガシ、ブナ科の常緑高木で比較的暖かい地方の山地に多い。地元では古くか

らウバッカシと呼ばれてきた。姥のような老樹という意味らしい。幹は大きくねじれることで、より頑強さ

を増している。イチイガシの巨木は多いが、アカガシでこれほどのものは全国的に見ても希少である。

幹周り：6.58ｍ 

 

カツラ：姥樫の直ぐ後ろにカツラの木があるが、木の近くで道が崩れていて近づけない。カツラ科

の落葉高木。渓流沿いなどの水気の多い山中に生育する事が多い木である。丸みを帯びたハート

型の葉に特徴があり、春の新芽、秋の紅葉とともに美しい。秩父地方の山間部ではごく普通に見られ

るが、外秩父のこのあたりでの生育は珍しい。株立ちはカツラの特徴で、この木の場合も多数のヒコ

バエが伸びている。幹周り：3.00ｍ 

 

森林インストラクターの森：通称、仁志の森は山林所有者の戸口様と埼玉森林インストラクター会

が「景観に配慮した環境にやさしい森づくりを行う」ことを目的として、森づくり協定を締結した森であ

る。協定内容は、平成 14 年 4 月 1 日より埼玉森林インストラクター会が 1.39ｈａの山林を無償で借り

受け、森づくり活動を実践できることになりました。平成 14年にヒノキ 600本、平成 15年にヒノキ 200

本と広葉樹カツラ、トチノキ、ホオノキ、イロハモミジ、ヤマザクラ各 10本を植栽しました。平成 16年に

は「都幾川村立萩ヶ丘小学校」が発足。統合記念植樹「ふるさとの森づくり」の第１回の植樹を行い、

ホオノキ、カツラ、トチノキ、イロハモミジ、ヤマザクラ各 20 本を植樹しました。その後、毎年「ふるさと

の森づくり」を萩ヶ丘小学校と一緒に行ってきました。 

 森林インストラクターの森は、会員交流の場であるとともに、相互研修の場でもあります。「木を植え

る事は、まさに気（心）を植えること」です。子ども達に植えられた木は、ふるさとを思う心のよりどころ

になります。年月を経て、天空を目指し成長した木に出会う時、木は人生の師表ともなるのです。 

これからも「ふるさとの森づくり」の植樹を萩ヶ丘小学校と共に続けて参ります。 

記：芳野光夫 
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奥秩父 和名倉山 
 

記：山崎 寧子 

 

2018年 4月 12日 

和名倉山 2036ｍ 

メンバー 山崎 会員外 2人 

コース 民宿みはらし駐車場～将監小屋～山の神～東仙波～和名倉山～東仙波～山の神土～七つ

石尾根～見晴らし駐車場 

 

感 想 

長い長い稜線からの景色が素晴らしい。 

 

東仙波までの道は、アップダウンもない。 

 

低い笹薮が続く、静かな稜線が長く続く。 

 

登山者を迎え入れる山の姿に、おもわず溜息

がでた。 

 

東仙波からの稜線は、東へと続き、遠く雲取

山へと続いている。 

 

どこまでも歩いていきたくなる稜線だ。 

 

しばらく歩くと、コンパスで方向を確認し、

軌道修正をする。 

 

往復 11時間の笹薮と、稜線あるきは 

あっという間だった… 

 

秋が面白そうな山だ。 
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【埼玉百】蕨山～藤棚山～金比羅山 

                                                              記：畑野 順二 

◆山行日：2018年 4月 14日（土） 

◆山行者：L畑野（順）、浅井（昭）、森（律）、宋、染谷 

◆コースタイム：名郷 8：05-蕨山 10：15-藤棚山 10：55-金比羅山 12：30-さわらびの湯 13：25 

 

45周年記念の【埼玉百】リーダー担当の蕨山～藤棚山～金比羅山に行ってきました。 

4/11 の天気予報は、曇り時々雨で 11 月に延期しようかと考えていると 4/12 の天気予報は、曇り

に変わり予定通り行きました。 

名郷から林道を 30 分ぐらい歩くと蕨山登

山口につきます。蕨山への登山道は、急

な登りです。勝手になだらかな登山道を

歩くと決めていてキツイ。期待していた、ア

カヤシオは満開は過ぎていたが見る事が

できました。 

蕨山につき標識を見ると山頂が 3 箇所

あり、いったどこで証拠写真を撮ればよい

の。展望台に立派な標識があり、ここで写

真を撮りました。 

次が、藤棚山です。下りも急です。 

今回の最後の山は、金比羅山です。地図を見ると山頂は登山道を外れています。冗談で紙にマ

ジックで「金比羅山」と書いて証拠写真を撮ろうかと

話をしていました。 

森さんのスマホの地図と現在地で金比羅山は、

すぐそことわかり登山道を外れ少し登ると金比羅山

の小さな標識があり安心しました。 

さわらびの湯に下山し、温泉に向かうと臨時休業で

ガックリ。バス停近くのお店で買ったビールと染谷さ

んが持ってこられた美味しい日本酒で 1 次会で

す。もちろん越谷に帰ってきて 2次会です。 

ご参加していただきありがとうございました。 
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安達太良山(1699.9m) 

 記：奥村 一江 

【日  程】2018/4/21-22 

【メンバー】L.浅井(照)、浅井(祐)、兼堀(善)、新島、殿塚、大門、森(花) 

山口(敏)、畑野、山﨑(正)、出口、宮澤、奥村 

【行  程】 

4/21  獨協大学前 5:30 発⇒奥岳の湯 8:45⇒勢至平分岐 10:40⇒くろがね小屋 11:19

着/11:53 発⇒峰の辻 12:44⇒安達太良山 13:39⇒峰の辻 14:18⇒くろがね小屋

14:45 着 

 4/22 ろがね小屋 7:13 発⇒勢至平分岐 7:47⇒奥岳の湯 9:16⇒獨協大学前着 

 

 雪山を歩くのは、今回で 3 回目です。前回雪上訓練での滑落停止訓練にてほとんど止ま

ること無く結果的に雪の上を何往復もしたせいか、1 回目より比較的スムーズに歩けるよ

うになった気がします。歩く時はまだリーダーのすぐ後ろが定位置となりますが、何より

周囲の景色を見て歩く余裕ができ、かつシャッターを切る回数が増えたことが純粋に嬉し

いです。 
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くろがね小屋についた後、荷物を置いて昼食を食べてすぐに安達太良山頂へ向かいました。

今回の山行中、他のメンバーは口々に雪が少ないと言っていましたが、雪山経験の少ない私に

とっては全く充分であり、まだ誰の足跡も残っていない雪上に風が吹いて模様ができている

様が面白く、これはモノクロで撮ったらこの素敵な模様がすごく映えそうだな、などと考えな

がら楽しく歩くことができました。頂上付近は、風がとても強くて吹き飛ばされそうになりな

がら歩きました。それでも今日はマシであり、さらに天気が良いことも珍しいとのことです。

頂上を過ぎると（鉄分を多く含む）赤い岩々を見ながら、帰路につきます。  

   

小屋に戻り小休止後に宴会が始ま

りましたが、様々なお酒やつまみが

次々と出てきて、そしてそれらを皆

さんが背負ってきたということにび

っくりしました。でも、どれもが美味

しく、そして色々な話がどれも面白

く、とても楽しく過ごすことができ

ました。 

 また、山小屋に泊まるのは初めて

でしたが、温泉があり室内も綺麗で

快適でした。そして、夜になると月や星がとても綺麗で、特にオリオン座のすべての星が

クリアに見れて良かったです（家から見る時は、下方が見えないことが多いので）。さら

に、翌朝は小屋の照明器具に付いたチリが窓から入る柔らかい光に照らされ、とても趣が

ありました。   

 メンバーの皆さん、2 日間本当にありがとうございました。途中、色々と助けて頂き本当

に感謝致します。この経験を、次に活かしていきたいと思います。 
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丸山・日向山 

記：高木英壽 

●山行日 2018年 4月 21日(土) 

 

●参加者    L尾崎，下川，杉山，木原，新庄，平野，畑野(仁)，関口，澁谷，兼堀(恵)， 

土屋，高木 

 

●コースタイム 南越谷駅(6:36)→芦ヶ久保駅(8:35)→大野峠(10:50)→丸山(11:35)→ 

日向山(13:35)→芦ヶ久保駅(14:45)→南越谷駅(17:15) 

 

・芦ヶ久保駅→大野峠 

朝から快晴で 4 月にしては気温が高く感じ

ましたが、木々に囲まれた山道と時折吹く心

地よい風のおかげで気持ちよく登れました。

大野峠に近づいてくると徐々に急登になりま

したが、時折聞こえる皆さんの笑い声や掛け

合い漫才のような楽しい会話のおかげでキツ

さをあまり感じることがなかったです。 

 

・大野峠→丸山 

途中にパラグライダーの離陸場があり見晴

らしがとてもよく暫くの間何人かは寝そべっ

て向かいの山近くを飛行しているパラグライ

ダーを眺めていました。離陸場から程なくし

て丸山山頂に到着し休憩&ランチをとりまし

た。山頂には見晴台があり武甲山がほんの少

し霞んで見えました。 

 

・丸山→日向山つづら折りの下り山道がメイン

で下川さんがはじめたショートカットを皆で楽

しみ、草花を見ながら日向山へ。山頂からは武

甲山、芦ヶ久保駅が見えました。 
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・日向山→芦ヶ久保駅 

日向山山頂から見えた芦ヶ久保駅に目指し

て淡々と山道を下りました。とても暑く感じ

たこと、ツツジの赤紫色と鯉のぼりが印象に

残りました。下山後は道の駅で買い物をされ

たり休憩をして帰路に就きました。 

 

・山行を終えて 

「熱中症や怪我も無く下山出来た事に感謝

です。」 リーダーの尾崎さんのコメントに尽

きます。この日秩父地方の最高気温は 28.5℃

(気象庁データ)で、このような気温下での山

行は初めてでしたがいい経験になりました。

入会後 2 回目の山行参加でしたが、皆さんの

元気ハツラツな姿にパワーを頂いて楽しく充

実した山行をすることができました。この場

を借りて感謝申し上げます。 
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宝 篋 山
ほうきょうさん

（461ｍ） 

記：松田 武 

山 行 日   平成 30年 4月 22日（日）晴れ 

参 加 者   L.鈴木 廣、八並、澁谷、青木、松田 

コ ー ス   草加駅前 7:00＝小田城跡＝宝篋山小田休憩所（駐車場）9：35…五輪塔 

       …白滝…宝篋山山頂 11：25（休憩）12：10…尖浅間山山頂 12：45…宝篋山小田休憩所

（駐車場）13：45＝平沢官衙（かんがい）遺跡…草加駅前 18：00 

 

宝篋山…？あまり聞いたことがない。廣さんの山行は低山で面白い山が多く、外れがないので参

加することにした。 

宝篋山はつくば市北東部にある山です。古くは三村山あるいは小田山と呼ばれ、山頂に宝篋印

塔（高さ 2.5ｍ）が建立されて以来、宝篋山と呼ばれるようになり、周辺には歴史的石造物が数多く残

っています。 

土浦北 ICを降りてカーナビを頼りに登山口に向かうが、なかなか見つからない。下山してから小田

城跡に行く予定であったが、先に小田城跡を見学することにした。 

城址に隣接する「歴史ひろば案内所」で宝篋山トレッキングマップをもらい登山口に向かう。登山

口の無料駐車場（40 台）は非常に混雑していて、廣さんが何とか駐車スペースを見つける。予想外

に人気のある山だと感じました。 

 小田休憩所を山頂方向に進む、しばらく新緑のまぶしい田園風景を楽しむ。小さな滝がところどこ

ろにあり、心を癒してくれる。二輪草やヤブツバキの群生や大岩が見られる明るい雑木林の中を抜け

山頂に出る。山頂は既に多くの登山者で賑わい、

あらためて人気の高さがうかがえる。 

今日は今年一番の暑さで、あいにく遠望はきか

ないが、筑波山が目の前に広がる。また、富士山

の良好な眺望が得られる地点として、国土交通省

の選定した「関東富士見百景」に選ばれていま

す。 

ベンチの沢山ある居心地の良い山頂で昼食を

とり、山桜の森、野鳥の森、尖浅間山山頂（315m）

を経て下山する。 

宝篋山小田休憩所から 125号線沿いの緑豊か

な田園の中にある、国指定史跡「平沢官衙遺跡」

に立ち寄り、一般道路で帰路についた。 

筑波山に隠れて知られていない山ですが、豊

かな自然が残されたお勧めの山です。 
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秩父 南天山 
記：山崎 寧子 

2018年 4年 26日  

南天山 1483ｍ  

メンバー ｌ山崎寧、芳野、澁谷、井居 

行 程 

ナビ目的地こまどり荘 鎌倉沢橋 

登山口駐車場 8：40-08:45 南天山登山口 - 09:15 法印ノ滝 09:25 - 09:55 両コース分岐点 

10:05 - 11:25 南天山 11:55 - 12:25 両コース分岐点 12:35 - 12:55 法印ノ滝 13:05-13:25 南

天山登山口 

4時間半行動 

 

感 想 

こまどり荘から手堀のトンネルを 2つ越えると鎌倉橋にでる。 

橋をわたると左手に車 3台ほどの駐車場がある。 

登山口は橋のすぐ隣、鎌倉沢に沿って、ゆっくりと進むと程よい時間に、程よく 10ｍほどの大

滝。 

沢沿いの登山道は程よく整備され、樹林に

は名前がかけられ、親しみやすい山だ。 

そう、思わせる整備の行き届いた山だった。

きっと、子供たちの教育にも利用されている

のだろう。 

山頂は狭いけど、ちかくに秩父槍ヶ岳、東

には両神山がどんとそびえていた。 

4 時間と少しのハイキングなのに、満足感

が著しい山だった。 

写真：井居さん提供 

 

 

 

 

 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=J2E6FXpG&id=8C51B4FFBC505D68D55BE86F773A22C100C82155&thid=OIP.J2E6FXpGoFWz7EnxgV1AMgHaHa&mediaurl=https://www.city.otaru.lg.jp/simin/iryo/kenko/walking/start-nw.data/simple_forest02-300x300.png&exph=300&expw=300&q=%e5%b1%b1%e6%99%af%e8%89%b2%e3%82%a4%e3%83%a1%e3%83%bc%e3%82%b8&simid=607991093099957230&selectedIndex=601&qft=+filterui:photo-clipart
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=J2E6FXpG&id=8C51B4FFBC505D68D55BE86F773A22C100C82155&thid=OIP.J2E6FXpGoFWz7EnxgV1AMgHaHa&mediaurl=https://www.city.otaru.lg.jp/simin/iryo/kenko/walking/start-nw.data/simple_forest02-300x300.png&exph=300&expw=300&q=%e5%b1%b1%e6%99%af%e8%89%b2%e3%82%a4%e3%83%a1%e3%83%bc%e3%82%b8&simid=607991093099957230&selectedIndex=601&qft=+filterui:photo-clipart
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★2018 年 4 月 27 日 (金)                     記：新庄 八重 

★L 新庄、鈴木(里)、黒澤、松田、澁谷、兼堀(恵)、下川、山崎(正)、関口 

★南越谷 6:24→西国分寺 7:07/7:12(高尾行)→立川 7:18/7:26(武蔵五日市行)→武蔵五日

市 7:59/8:22(西東京バス)→上川乘 8:50 

★上川乘 8:55…浅間峠 10:30/10:45…熊倉山 11:45/12:15…三国山 12:40/13:00…甘草水

13:20…佐野川峠 13:40…岩楯尾神社 14:30 

 

武蔵五日市から都民の森行バスを上川乘で下車、南秋川橋を渡り 15 分ほど歩くと浅間

峠登山口に着いた。里山らしく急坂を一気に登る。杉の植林帯に付けられたジグザグな山

道の足元にはチゴユリ、イカリソウなど小さな花が健気に咲いていた。 

 

植生が変わり広葉樹の林になると、傾斜も幾分緩やかになってきた。芽吹きを終えた

木々からは緑のシャワーが注ぎ目に優しい。いったい、何色の緑があるのだろう？ 

体も喜んでいるいるように感じる。 

 

ほどなくして東屋のある浅間峠に着き小腹を満たした。浅間峠は三頭山、和田峠、日原、

檜原村方面の十字路になっており、笹尾根は檜原村と上野原市の境界でもある。 

スタートからずっと展望のない道を歩いてきたが、この先三国山に向けてもあまり期待

できそうにない。ただ「関東ふれあいの道」に指定

されているので整備が行き届き、とても歩きやすい

道が続いていた。 

 

アップダウンを繰り返し 1 時間もすると熊倉山に

着きお昼にした。南西側が開け扇山や権現山らしき

中央沿線の山並みが見えたが、富士山はまだ雲の中

のようだ。 

熊倉山から階段の急坂を下り、軍荼利山、大きな鳥居が建っている軍刀利神社元社のあ

るピークを過ぎると三国山は近い。 

 

山頂は広くベンチやテーブルが置かれ、休憩には

もってこいの所だが、今日は誰もいない。葉桜の彼

方には富士山の姿があった。 

隣の生藤山まで足を延ばした下川、山崎さんを待

って三国山を後にした。 

さすがに桜の名所だけあり、登山道脇には成長し

た桜の大木が佐野川峠まで植えられていた。途中、甘草水に立ち寄ると水神様が祀られた

水場は、綺麗に掃除され冷たい水(飲用不可)が出ていた。 

笹尾根  (浅間峠～熊倉山～三国山)
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〈埼玉百名山〉 武甲山（1295ｍ）・大持山（1294ｍ） 

記：木原 初枝 

 

山行日：平成 30年 4月 28 日 

参加者：L.小林(い)、兼堀（善）、森（律）、木原 

コースタイム：独協大学駅前 5：30発＝一の鳥居駐車場…120 分…武甲山山頂…90分… 

       子持山…50分…大持山…60分…妻坂峠…40分…一の鳥居駐車場 

 

天気快晴、連休の初日ですが渋滞もなく登山口に到着すると、救助隊員の方が数名いて登

山届の提出を声かけしていました。計画書を出すと、レスキューシートと小型懐中電灯を記

念に頂きました。 

ここの一の鳥居が 1 丁目の始まりで生川の釣り堀を通り、しばらくして登山道に入る。こ

こからは展望はないが杉林の中を、丁目石を数えながらゆっくり登って行く。 

途中、登山道に用意してあったトイレ用の水 2リットルを兼堀さんと森さんが運びました。 

頂上の神社が 52丁目石で終了。木の鳥居をくぐり武甲山山頂に進む。鉄柵に囲まれた展望台

です。 

ここから山々は一望できまし

たが、羊山公園の芝桜のピンクが

綺麗だろうと楽しみにしていた

のに、ほんの少しだけで少しがっ

かり。 

武甲山を満喫して、子持山、大

持山とアップダウンを繰返しつ

つ雑木林の中、新緑をたっぷり楽

しみながら下山する。 

残念ながら花はあまりありま

せんでした。お疲れさまでした。

楽しい山行ありがとうございま

した。 
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雲 取 山 （２０１７） 
記：山田 朗子 

＜日程＞2018 年 4 月 29日（晴れ） 

＜メンバー＞山田、会員外１名 

＜行程＞三峰神社（4:47）・・・霧藻ヶ峰（5:50）・・・白岩小屋（7:09）・・・ 

    白岩山（7:26）・・・雲取山荘（8:25）・・・雲取山（8:53～9:32）・・・雲取山荘

（9:47）・・・白岩山（10:54）・・・白岩小屋（11:07）・・・ 

霧藻ヶ峰（12:25）・・・三峰神社（13:39） 

＜感想＞ 一度歩いてみたかった三峰神社からの雲取山。駐車場に着く前に鹿と２回遭遇、

三峰神社駐車場近辺はシャクナゲが満開でした。 

     今日は少し長いコース、アップダウンも割とあるので帰りにバテないように意識

して歩く。 

     しかし、そのアップダウンのおかげで行きも帰りも飽きることなく楽しかっ

た！！山桜も多く、秩父の山らしい苔も、ルリビタキもきれいな姿を見せてくれて

満足満足、心満たされます。 

     山頂からは富士山はもちろん、南アルプスもよく見えてゆっくりしてしまった。 

 

     三峰神社に帰りつき、神社にも寄るがさすがゴールデンウイーク、人であふれて

いました。駐車場を出るとさらにビックリ、駐車場待ちの車が 4キロ程つながって

いました。（その渋滞でバスがなかなか来ないのでしょう、登山帰りの方が大勢バ

ス停に座り込んでいました。） 
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        白馬主稜 
記：長田一樹 

L:長田一樹 会員外 

4/29 猿倉駐車場 8：15→二俣 10：10→10：45主稜取り付き付近テン場→20：00 就寝 

4/30 4：00 起床 5：15 出発→8：30 稜線→8：50Ⅵ峰コル 9：00→9：55Ⅳ峰 10：05→11：

10Ⅲ峰 11：15→11：40頂上直下雪壁→12：05頂上道標→12：20 白馬山荘→大雪渓下山→14：

00テン場昼食及び撤収 15：15→猿倉駐車場 16：45 

 

1日目 

早く着いて暇だったので、持って来た酒を呑んで昼寝をしていると 15：00頃に雪崩の音で

起こされる^^;、取り付き見てみると上部のシュルンドというか、雪面が割れて口を開けてい

る場所のブロックが剥がれて落ちてきたようだ...事前情報の通り雪面の状態はやはり良く

ないがイケる所まで行こうと話して、20：00就寝      

 大雪渓で大雪渓を呑めて満足！！ 

   

 

2日目 

5：15 スタート思ったよりは、締まっているが太陽が上って陽が当たるようになると一気に

緩むのだろう、雪面も所々途切れているのでルート取りを迷う、下から見ていて右廻りなら

途切れて無さそうだと思ったのだが、狭い上にクラックが入っているし遠回り、更に踏み跡

は無い、踏み跡に沿って行くと途切れて雪面通しには行けない、左に寄り藪こぎからの雪面

復帰を果たすが、スタートして 1 時間、稜線は未だ上なのにコレでは先が思いやられる、Ⅵ

峰付近で気温 14度(汗)停まっていても汗が出てくるぐらいの陽気でした。 
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実際Ⅳ峰までは、全て藪か岩稜帯のミックスが

必ず有り、雪もグズグズで神経を使います。それ

でもⅣ峰を過ぎれば所謂雪稜らしくなり振り返

ると、柔らかい曲線を描いた雪稜が見えてテンシ

ョンは上がります。 

が、体調は今一つ(汗)どうやら前日に飲み過ぎ

て、水分不足と暑さから熱中症になりかけていた

ようです。細かく休み休み登り、後から来たソロ

の方と大学山岳

部 5人 Pと山岳会 3 人 Pに先に行ってもらう、前を歩いてい

た大学山岳部の部員の 1人も熱中症になったようで、頂上直

下の雪壁を手前にして大休止しているので、再び抜いて最終

ピッチの雪壁取り付きに到着、山岳会 3人 Pが先行するが、

フォロー二人は不慣れな模様...。リードがロープ出して二

人を引き連れて登攀開始したので、こちらも準備する。メン

バーにロープ要るかと聞くと「要らないかな」との返事だっ

たが、折角スノーバーと共に自分が背負ってきたので、有無

を言わせず無理やり使わせる(笑)ロープ結んで登攀開始す

るも、前 Pのフォローのセカンドがステップを壊しまくって

進めない状態が続き途中で待機、ボルトがあるという情報だ

ったので一度切ろうかと思って探すと、打ってある岩はルートから左に 5ｍ離れている、どう

したもんかと考えてスノーバーで支点構築してみるも腐った雪と場所が凹になるのでロープ

で上部に引き上げられると抜けそう、抜けてフォロー

に当たると危険だしなぁと考えていたら漸くクリアし

たらしく前が空いた、下部は優しいのでメンバーに確

認してコンテで登り出す、壊されたステップ再構築し

て登るも雪がグズグズで少し手間取る、頂上まで後 3

ｍくらいの所でステップが崩れてヒヤリとして、足元

見るとスッパリ切れ落ちている、ここで落ちたらメン

バー共々白馬沢へ真っ逆さまだなと、気合い入れ直し

て登って稜線に抜け出て、スタンディングアックスビ

レイでメンバーを確保出来たら漸くホッと出来ました。

頂上で穂高、槍、劔と豪華なメンツを眺めて写真撮っ

たら下山開始です。 
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白馬山荘でコーラ飲みたいと言いつつ歩くも

互いに財布持って来て無い事に気が付き、互い

を避難するが、山荘は営業していなかった(笑) 

夏毛に生え変わる途中の雷鳥を愛でながら、ま

た杓子岳の裏側と横からの様相の違いが凄いと

感心しながら、大雪渓を下るが中盤からはデブ

リが多くて歩き難い、何とかテン場戻ってきた

が取り付き付近は朝と様子が違う、土が落ちて来ており樹木が根本から剥がれて落ちてきて

いる、朝から日が当たるので午後に状態が悪くなり一気に崩れるのだろう、水分と食料補給

して休憩したら元気も出てきたのでテントを撤収する。入れ替わりに明日主稜に入るパーテ

ィーの方と話をしてから、駐車場に向かう、みみずくの湯でお風呂入って大盛り食堂と思っ

ていたがお休み...急遽探したおばんざい屋さんはご飯とお味噌汁はおかわり自由でしたの

でお腹イッパイ食べて帰りました。 

自分の体調と雪の状態は悪かったが、メンバーの調子は良く日焼けが痛いくらい天気も良く

て空いていて、全体としては余裕のある山行でした。 
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富 士 山 
記：山崎 寧子 

 

2018 年 4 月 30 日 富士山 3776ｍ 

メンバー 山崎寧子 会員外 2 人 

行 程 

7:00 富士宮口五合目 - 07:28 六合目 - 07:56 小平地（小屋跡） - 08:34 新七合目 

- 09:29 元祖七合目 - 10:24 八合目 - 11:14 九合目 - 11:52 九合五勺 - 12:42 駒

ヶ岳 - 13:04 3765m 地点 - 13:08 剣ヶ峰 - 13:11 3765m 地点 - 13:28 駒ヶ岳 - 

14:01 九合五勺 - 14:28 九合目 - 15:01 八合目 - 15:40 元祖七合目 - 16:18 新七

合目 - 16:46 小平地（小屋跡） - 17:02 六合目 - 17:19 富士宮口五合目 

 

感 想 

ゴールでウィークの富士山は、1 年で一番

登りやすいよと、大先輩の松浦さんが呑み会

の席でいう。 

去年ちょうどゴールデンウィークに登りた

いと思っていたところ頸椎の手術でいけなか

った。 

リベンジ 残雪の富士山はとても登りやす

かった。 

ちょっと体調わるいかな？友人の気になる

動きの悪さに、やはり高山病みたいだった、 

8 合目で断念。 

ここから、いよいよ雪がさらさらになり、

手ごわいと聞いていたが、経験することはで

きず、ここで断念。 

下山は尻滑りで、あっという間に降りる。 

「超楽しい」途中滑落停止の練習をしながら 

「来年リベンジね」楽しい仲間と登る山は敗退も楽しい。 
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立 山（雄山） 3003ｍ 

記：兼堀 善和 

 

山行日 H30年 5月 1・2日 

メンバー Ｌ.畑野順二、畑野仁美、浅井昭光、松田武、山本理郎、兼堀善和 

コース  車 5/1 草加 2:15～5:51扇沢駐車場 7:30～8:55室堂～9:18室堂山荘 9:56～ 

             10:54一の越～12:17雄山山頂 12:41～14:00一の越～14:43室堂山荘 

         5/2 室堂山荘 7:14～7:26室堂～9:15扇沢 

 

 5月ゴールデンウイーク何処か行きたいなと思っていたところに、順二さんから室堂・立山 2泊 3日

の計画発表があり、今まで行った事がない雪の廊下や室堂に是非行きたくて 

参加させて頂いた。 

  

高速道路もすいていて順調に扇沢に到着したが、関電トンネルトロリーバスの始発 7時半まで時

間を潰す事に、往復 9，050円支払い初めてのトロリーバス乗車、黒部ダムを経由してケイブルカー

とローブウェイ乗り継ぎ、最後は立山トンネルトロリーバスで室堂に到着した。 

 

思いのほか雪が少なかったが、雪の大谷（雪の廊下）を見物してから室堂小屋に 10分程度で到

着、ザックを入れ替えて雄山に向け出発、ここでアイゼンを使用したが、雪が固まっておらず足を取

られながら一の越に、その先雄山までは雪が全くなく砂礫の連続で疲れたが、やっと山頂ここから雄

山神社までは雪が残っており注意しながら神社に、360度の大パノラマで気持ちいい、雷鳥にも巡り

合えて最高、山頂からスキーでスイスイ下りて行く人を松田さんが羨ましそうに眺めていたが・・・花の

シーズンの立山も素晴らしいだろう、また来たいなあ・・・ 

 

少し時間かけて下山、室堂小屋に到着、皆の意見で 3日の天気悪いし、足も疲れているから急遽

2日に下山する事に、リーダーの順二さ

んが 2日間分の酒二升を担いで登って

くれたので、さあ飲むぞと思ったたが風

呂に入っただるさと、寝不足で早々に就

寝、ほとんどの酒を担いで下山する事

に、リーダー重い荷物ご苦労さまでし

た。下山して飲み見直ししたが・・・・ 

 

初めての黒部ダム・室堂立山、雷鳥に

も会えて何もかもが新鮮で大満足の山

行であった、メンバーの皆さまありがとう

ございました。 
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北八ヶ岳テント山行(天狗岳) 

記：鎌形 瑞枝 

日  時・・・2018 年 5月 3～5日 

場  所・・・北八ヶ岳・白駒池ベースキャンプ 

メンバー・・・L.松浦、SL.浅井(祐)、鈴木(勝)、新島、森(律)、森(花)、斉藤、殿塚、 

        宮澤、奥村、鎌形 

5月 3日 (雨のち曇り) 

5時 20分：草加松原西口発。あいにくの雨だが、天気予報の好天を信じて出発。 

10時 30分：白駒池テント場着。駐車場より 10 分程で白駒池テント場に着くので楽である。

直ちにテント 2張りを設営する。 

11時 40分：白駒池テント場発。20 分ほど歩くと雪道となってくる。上空は風が強い。 

12時 35分：高見石小屋着。 

13時 20分：丸山着。丸山山頂より暫くは急な雪道となる。 

14時 30分：麦草峠着。アイゼンを持たなかったので、車道を歩き白駒池駐車場に向かう。 

15時 05分：白駒池テント場着。寒くなかったので、設営用板場で、全員ビールで乾杯。 

色々なつまみ、アヒージョ有で楽しいひと時を過ごし、肌寒くなりテントの中で飲み会再

開。夕食は森(律)さんの韓国風すき焼きを美味しくいただきました。女性陣は 9 時前に就寝。

男性陣の声が続いていました。 

 

5月 4日(寒冷前線通過のため、低温で風強く、曇り時々晴れ) 

5時 00分：起床。 

6時 50分：白駒池テント場発。 

9時 10分：高見石を越えて快調に雪道を登り、中山着。何の変哲もない樹林帯の中に平坦

な中山山頂に着く。 

中山を超えると西側

から強風が吹きつけて

来る。 

中山峠を越えて、天

狗岳の登りにたどり着

く。強風の中、山頂を諦

めた登山者に出会う。 

 

 

 

 

 

一瞬の青空の天狗岳 
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11 時 15分：天狗岳を少し登り休息を取っていると上空に青空が現れ太陽が降り注ぐ。 

強風に押されていたが此処で全員元気を取り戻し、山頂に向かう。 

11 時 40分：天狗岳山頂着。体が振られる様な強風が吹いており、厳しい登りだった。 

ピッケルで体を支えて強風をやり過ごしながら進みました。瞬間的に黒百合ヒュッテ、佐久

平、遠く南アルプスの一部、蓼科山等垣間見えました。 

14 時 40分：中山着。本来はニュウの山稜を越えて白駒池に下る予定であったが、強風と寒

気の為に行程もはかどらず時間が掛り、全員疲れているので話し合って、来た道を引き返し、

時間短縮を図る。アイゼンの不具合で、数回立ち止まることがあり、体が冷えるという、貴

重な体験をしたと思います。 

15 時 45分：白駒池湖畔の白駒荘着。強風に煽られていたので湖畔に着きホッとする。 

16 時 00 分：テント場着。7～8 時間予定であったが強風に煽られ、疲れも出て 9 時間行動

となってしまう。昨日と打って変わり外気温低く、テントの中で焼酎のお湯割りやホットワ

インで乾杯となった。森(花)さんのカツカレーで楽しい夕食を取る。 

 強風による長時間行動で疲れたので、翌日の茶臼山、縞枯山は中止して温泉にゆっくり入

る事にしました。 青苔荘からのアナウンスで翌日は氷点下になるとの事、心して安眠の準

備をしました。 

 

5月 5 日(晴れ、山稜は強風の音がしていた) 

夜中、強風が続いていました。7時起床であったが、6 時頃起床し朝食の用意に掛る。 

10 時頃の温泉時間まで間があるので、コーヒータイムをゆっくり取る。風のある中、手際

よくテントの撤収が出来ました。 

8時 00 分：白駒池テント場発。 

8時 30 分：白駒池駐車場発。白樺自生林の見学に向かう。 

8時 50 分：白樺自生林着。見事な白樺林の中の散歩道を散策し、鶯の声を聴く。ベニバナ

イチヤクソウが芽吹いていて、数日で開花しそうでした。 

9時 30 分：白樺自生地発。八峰温泉に向かう。 

9時 50 分：八峰温泉着。温泉の建物の前からは、昨日登った天狗岳が正面に聳え、根子岳、

夏沢峠、硫黄岳、横岳、赤岳など眺め

る事が出来た。ゆっくり温泉に浸か

り、昼食を取ってから草加に帰還す

る。アイゼンを付けて岩場を歩くのが

長く、締めが緩んだりし湖畔で外した

時は心底ホットしました。 

新人さん頑張りましたね。皆さんお

疲れ様、お世話になりました。 

 

八峰温泉からの天狗岳 
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破風山（２３１７．７）～雁坂嶺 （２２８９．２） 

                          記：山田 朗子 

＜日程＞2018 年 5月 4日（曇りのち晴れ） 

＜メンバー＞山田、会員外１名 

＜行程＞西沢渓谷 P（4:52）・・・近丸新道入口（5:10）・・・堰堤（5:50）・・・戸渡尾根

合流点（6:55）・・・木賊山巻き道分岐（8:26）・・・破風山（10:00）・・・雁坂嶺

（11:05）・・・雁坂峠（11:27）・・・料金所上（13:21）・・・霧藻ヶ峰

（12:25）・・・道の駅みとみ（13:45） 

 

＜感想＞ 前から考えていた雁坂嶺周回。天気予報は急変の可能性も伝えていたが、前日の

天気予報の発雷確率の地図をみて、決行することに。 

近丸新道は崩壊しているところも確かに多く、冬期、大雨の後は避けたい。でも、

鹿もいて、トロッコの軌道跡あり、白い硅石が登山道にざらざら落ちて  いて楽

しい。 

戸渡尾根合流付近から雪がちらついてくる。木賊山巻き道分岐からは残雪が割

とあり、軽アイゼンを少し使う。 

賽ノ河原からは展望が開け、天気も安定し、疲れも吹き飛ぶ。富士山や甲武信等

を見ながら、最高最高といいながら破風山への岩を登る。 

雁坂峠まではゆるいアップダウンを繰り返し、6日に予定している黒金山を見な

がら快調に歩く。 

峠からは今日の天候が安定していたことに感謝しながら下山しました。 
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    有笠山クライミング 
記：長田 一樹 

5/5-6 L：長田 一樹、沼田 真澄、山崎 寧子 会員外 

 

有笠山は群馬県中之条にあり、クライミングエリアとしてはかなりの大きさです。 

岩質は流紋岩で傾斜は 90度～120度、ルート数は 120～150 本(開拓中の所もあり委細は不明

です。) 

クライミング仲間総勢 9 名で有笠にクライミングに行って来ました。うちの会からは、私

と沼田さん、山崎寧子さんの 3人が参加です。 

自分はフリークライミングが 1月の河又の雷岩以来でしたので登れるか不安でした(汗) 

 

1日目 東の石門 

白雪 5.8 凹状から左上して登る、少しだけ被っているが快適、アップで全員 FL   

  

有笠中央岩稜 5.9 右上して長いのと一箇所ハング超えがある。全員 FL  

 

謎の女 5.10a 出だしが結構な被りだがムーブが解ればすんなりと登れる、解らないとドツ

ボに嵌まるパターン 長田 OS 沼田 RP 山崎 TR 

 

はし休め 5.10c ガからガバを繋いで右上していく、最後凹角部分の乗越しが若干悪い、適当

に置いた右足が滑り不意落ちして左手の平の皮を少し持っていかれる、二便 

長田、沼田 RP 

 

？ 5.10ｃ 出だしからのハング超えなのだが、スッキリいかず無理やりな感じで今一つ 

長田 FL 沼田 RP 

 

大いなる山の日々 5.11ａ ドッ被りでガバが続くが、核心のアンダーポケットからガバを

取った後のムーブが解らず撃沈、二便目でムーブ解決してトップアウト、次回は行けそう。 

うちの会からのトライは私のみ。 

 

本気トライ 2 便出して全部で 8 便出してしまいヨレて終了。沢渡温泉町営共同浴場で汗流

して楽しい宴会して就寝。 
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2日目 偏屈岩 

筋肉痛が酷い、他のメンバーも同じようで、駐車場から直ぐの偏屈岩に決定。西口登山道

手前の駐車場から歩いて 5 分でした。 

 

有笠登頂 888 5.8 アップで全員 

 

ハローミッチェル 5.10a 下部は快適、上部のトラバースは落ちると右に振られるので注意 

長田 FL 沼田 RP 山崎 TR 

 

ねずみ返し 5.10b 沼田、山崎 TR、その後沼田さんリードでトライ見事 RP、長田は触らず 

 

大統領 5.10b 垂壁のカチガバホールド、一手遠い 沼田さんが手間取っていたが最後に感

動のレッドポイント！久しぶりのやる気を見た！！ 長田 FL 沼田 RP 

 

カプセルホテル 5.10c ルートの途中にカプセルホテルの様なスペースがあるルート、カプ

セルホテルにチェックインする前にホールド間違えて撃沈。トップアウト 

トライは長田のみ 

  

帰りは群馬の有名な焼肉レストランあおぞらに行って焼肉を食べて帰ってきました。高速も

空いていて快適なクライミングツアーでした。 
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何が何だか解らないと思いますので用語の説明をします。白雪、ハローミッチェルなどが

ルート名です。登山で言えば甲武信岳の徳ちゃん新道みたいな感じです。その次にある数字

とアルファベットの組み合わせがルートの難易度を表しています。5.8→5.9→5.10a→5.10ｂ

と難しくなります。アルファベットはｄで終わり 5.10ｄ→5.11a となります。 

 

トップロープ(TR)は普段の岩トレ同様、上からロープが下がって釣られた状態でのクラミン

グです。 

 

リードはロープを自分で引っ張って登るスタイルです。上からのロープはありません。クラ

イミングは、このスタイルが基本です。 

 

オンサイト(OS)初見一回でテンションを掛けずに登り切ること 

 

フラッシュ(FL)人の登り方を見て、参考にして一回で登り切ること 

  

レッドポイント(RP)何回かトライしてテンションを掛けずに登り切ること 

 

トップアウト テンションを掛けても途中で降り無いで上まで登りきること 

 

ムーブ 身体の動かし方、登山と違い三点支持では登れません。二点支持や足を入れ替えた

り手を交差して出したり身体を捻ったりして登ります。そういった一連の動きを言います。 
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今回行った岩場はフリークライミングと言って、日和田や阿寺と言ったゲレンデとは違い

ます。純粋にクライミングをする所ですので、登山とはチョット違うかもしれませんが、安

全を確保しながら様々な動きを試してクライミングを楽しめるので、短いルート（リードだ

とせいぜい頑張っても 15 分）の中に色々と感じるものがありコレはコレでまた楽しいです。

岩トレで何か目覚めた人は是非チャレンジしてみませんか？(笑) 

 

但し！安全を確保するために色々な勉強としっかりした体力に心構えは必要です！！ 

 

 
あおぞらにて USカルビ一人前 580円税別 

 

 

なにやら熱心に話し込んでいます(笑) 
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西沢渓谷～黒金山 （２２８９．２）～笠盛山（２０７２） 

                    記：山田 朗子 

＜日程＞2018 年 5 月 6日（晴れ） 

＜メンバー＞山田、会員外１名 

＜行程＞西沢渓谷 P（4:45）・・・七ツ釜五段の滝（6:10）・・・牛首ノタル（8:50）・・・

黒金山（9:20～9:45）・・・笠盛山（10:20）・・・黒金山（11:00）・・・牛首ノタル

（11:22）・・・七ツ釜分岐（13:09）・・・山の神分岐（14:14）・・・西沢渓谷 P

（14:21） 

 

＜感想＞ 新緑の中、西沢渓谷のエメラルドグリーンがきれいで足が進まない。七ツ釜五段

の滝、子ども達にも見せたい～と言いながら歩く。 

     黒金山登山口からはいきなりの急登。一帯はシャクナゲの森で、咲き始めていた

アズマシャクナゲに癒される。木々の間に木賊山、甲武信を見ながら登るがほとん

ど樹林帯。 

     やっとついた牛首ノタルからは富士山、そしてまたまた樹林帯、頂上でいきなり

の絶景で思わず声が出ました!! 

      

甲斐駒、仙丈、北岳、間ノ岳、農鳥、塩見、、金峰の五丈岩、、、。 

景色をみてエネルギー補給しているうちに疲れもとれてきたので笠盛山まで足を

のばすことにする。 

     笠盛山山頂は展望無しだったが、

尾根道の途中で景色のよいとこが

あった。 

 

     よく歩いたね～、と言いながら下

山する。七ツ釜分岐からはトロッコ

軌道跡を歩くので平らで助かりま

した。  

 

     家に帰ってビックリ、頂上からの

写真の保存に失敗していました

（T_T） 

    勉強したと思って、次は気を付けよ

う。でも、いい天気でいい景色をこ

の目で見れたから、いいか!! 
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山梨 100名山 釈迦ヶ岳 
 

記：山崎 寧子 

 

2018 月 5 月 10 日 

釈迦ヶ岳 1641ｍ 

メンバー 山崎寧子 会員外 2 人 

釈迦ヶ岳登山口から山頂ピストン 4 時間半行動 

 

感 想 

大室山へ行く予定だったが、雨がやまず・・・ 

急きょ、簡単ハイキングに変更する。 

地図で調べ、行ってみようとなった場所は、 

すずらんの群生地、すずらんの里。 

 

釈迦ヶ岳は、急登、岩場、稜線、絶景がコンパクトにまとまっていた。 

サクッと登るには大変おもしろい山だった。 
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夫婦山と月山(1342m・1287m) 

 記：奥村 一江 

【日  程】2018年 5月 13日 

【メンバー】L鈴木(廣)、下川、澁谷、大門、奥村 

【行  程】  

  草加 5:15発―栗山ダム広場 8:50発―月山登山口 9:05発―月山頂上 9:53発 

―栗山ダム広場 10:45 着―夫婦山登山口 11:05 発―夫婦山頂上 (昼食 12:20-12:40)  ―

夫婦山登山口 13:15着 

 草加山の会に入会し、半年が経過しました。その間、「花」にはあまり縁がありませんでした

が、この辺りはそれがとても綺麗だと聞いてすぐ参加を決めました。そして当日、天気はあい

にく午後から雨予報であったことから、早めに登って雨が強くなったらすぐ戻るということに

なりました。 

 栗山ダムに向かう途中、車窓から山ツツジが見えて早くも気分が上がり始めました。 

まず月山へ登りました。有名なアカヤシオはもうほとんど見当たりませんでしたが、ズミはた

くさん咲いていて綺麗でした。ただ、写真を

撮ろうとすると白い花々が背景のくもり空

の白に沈んでしまい、なかなか浮き立たない

のが残念でした。しかし、菫などの小さな草

花も発見でき、かつ木々の樹皮の模様や枝の
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形などが面白く、そうした小さな発見の 1つ 1つが楽しくて疲れをほとんど感じずに登ること

ができました。その後、下山開始時から降り出した雨が一時は強くなりましたが完全に下山す

る頃には再び弱まったため、夫婦山にも予定どおり登ることとなりました。 

 夫婦山は、小さな看板のみの分かりにく

い入口から入ってしばらく歩くと山ツツ

ジが現れ始め、歩くにつれてあちこちに鮮

やかな色が広がり、気分は一気に最高潮に。

山ツツジは同じ朱色でも薄いものから濃

いものまで様々で、そのグラデーションが「スゴイ！！！」の一言でした。また、頂上に近い

場所では今度はワラビが群生していてそこでも気分が上がり大量収穫となりました。頂上近く

は笹薮となりましたが、目印のリボンを頼りに何とか登り切りました。そして、帰り道もまた

笹とワラビと山ツツジを堪能しなら下山しました。  

今回、皆さんに植物の名前を色々と教えてもらいました。個人的に印象深かったのは、「ゴ

ヨウツツジ」。きちんと葉を見せて頂いたの

で、今後は「御用ツツジ」とは思わないで

しょう。 メンバーの皆さん、ありがとう

ございました。 
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埼玉百名山 グループ 19、№33 簔山（美の山）586.9ｍ   

記：石井文子  

日 時：平成 30 年 5 月 13 日（日）天気曇り 

参加者：L.石井(文）、兼堀(善)、畑野(仁)、森(律)、中島、関口、黒澤、松井、土屋、 

今泉、阿部、高木、新庄、秦(お試し山行)             計 14 名 

 

コース：新越谷 5：47(館林行き)＝＝羽生 6：32～46＝＝皆野駅 8：08～20―― 

簔山皆野古道コース――簔山神社 9：40――榛名神社 10：05――簔山山頂 10：   

15～11：00――和銅遺跡 11：50――聖神社 12：：00――和銅黒谷駅 12：15～56

＝＝羽生 14：21～24＝＝久喜 14：43＝＝新越谷 15：15 

 

草加山の会は 45 周年に向けて埼玉百名山登山を企画しました。 

私の技量の山はと考えて、簔山(美の山)のリーダーに立候補しました 

里山は、登山コースが沢山ありましたが、皆野駅から簔山神社を経て山頂を目指す皆野古

道コースにしました。 

リーダーとしてはルートや花の開花状況が不安だったので、9 日に観光協会に電話で、

問い合わせると「親鼻駅から登るのがふつうで、花は、今は何も咲いてない」という回答

に、不安になる。  

 

当日、天気が午後から雨模様と予想があり、電車を 4 分早い急行で行く事に、皆野駅に 

は 30 分早く到着しました。 

8：20 駅から 10 分で登山道入り口、小さい道標があり小さい花もちらほら見えて徐々に高

度をかせいでいき、「登りやすいねー」と、安心していたら、簔山神社の道標の先にはすご

い石段がみえ、神社まで 108 段あり、みんなもだいぶ汗をかいていました。神社の規模は

小さいですがオオカミの狛犬がありました。 
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榛名神社まで急登でしたが、なだらか

な斜面にでて、武甲山や両神山が見渡

せる丘に出たら山頂です。山頂は展望

台の北側にあり、10：15 約 2 時間で

山頂到着、昼食をとり曇っていて寒く

なってきたので、下山しようとしたら

森さんが走ってきました。「電車時間

を検索したら間に合いそうなのでき

ました」という、森さんは 1 時間で登

頂した事に、、健脚である。集合写真

を撮り、11：00 下山開始、雨がぱらつ

き雨具を着たが、10 分位で止んだの

で雨具をしまう、下山ルートは歩き易い。11：50 和銅遺跡は、銭貨の和同開珎の銅の採掘

跡で観光客も沢山見学していました。聖神社はお金の神様です、ここも参拝の方が沢山並

んでいるので、写真を撮り駅を目指しました。12：15 和銅黒谷駅到着、休憩をいれて 4 時

間のハイキングでした。 

花は少ないなりに咲いていたので皆さんには楽しんでいただけたのかなと、思っています。 

3：15 南越谷駅着、居酒屋日本海で打ち上げをしました。 

 

咲いていた花：ツツジ、ギンラン、十二

単、マムシ草、アザミ、フタリシヅカ、

シャガ、ウツギ、すみれ、ナルコユリ、

クサノオウ、やぐるま草、ポピー(赤) 

 

簔山 名前の由来・伝説 

➀ 知々夫国造として赴任した知々夫

彦命が、長雨によって荒れ果てた秩父盆

地を立て直そうとこの山に登り、雨がや

むように祈願し着ていた簔を傍らの松

の木に掛けた為、簔山と呼ぶようになった。 

② ダイダラボッチ、という大男が秩父盆地へやってきて、簔を脱いだ場所が山になって

簔山になり、カマドを築いた場所が宝登山(火処山)、持っていた釜を置いた場所が釜伏山

になったといわれている。 
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人工壁による初めての岩トレ          松浦 剛 

 

期 日：平成 30年 5月 19日 

場 所：春日部エナジー（人工壁） 

参加者：L.松浦、SL.沼田、山口（裕）、村上、出口、奥村、山田、山崎（寧）、鎌形、岸野 

 

当日は雨模様で在り，阿寺のゲレンデがモンベルの講習会があるとの情報を沼田さんに聞

き、3 日前に人工壁の春日部エナジーにした。最終参加者は女性７名、男 3名の 10 名となっ

た。 

春日部エナジーは外観が工場の様であり、工場を改装して人工壁を作った様だ。中は広く

１階と 2 階に人工壁がセットされ、中々良い設備であった。私も少しやってみたが、指定さ

れたホールド、スタンスのみを使用して登るボルダリングは初級でも中々難しい。特に足を

大きく上げたりして登るルートは体の硬い私は大変困難で、柔軟性のある女性たちの方が上

手である。4月末の雪の富士山と云い、人工壁といい私には年齢を隠せない場面であった。 

女性たちは果敢に色々なルートにチャレンジしていたが、中々素晴らしい。 

 

今回は女性が多く、その活躍が目立ったが、男性諸君も今後積極的に参加して頂きたい。 
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チャンスは意外なところからやってきた～丹沢水無川モミソ沢   

【日程】  2018 年 5 月 20 日（日）  

【メンバー】  L.沼田、山崎や、奥村、宮澤  

【コースタイム】 獨協大学前 5:00 発  丹沢到着 7:00 

   懸垂岩到着 7:30 ～ 11:00 懸垂下降等訓練   

 

19 日（土）の岩トレが中止になり、代わりに、とお誘いいただいた沢登り。 

岩場を歩くの好きだし、水が流れてたら気持ちいいし、滝つぼにダイブとか楽し

そう♪という動機から、何度かジムには連れて行ってもらっていたが、するする

と登る人たちを尻目に休憩時間の方が長い私。そんな状態の私が行きたいって言

っていいのかな？考えながらも図々しく手を挙げた。  

 

高速は順調、天気は快晴！（お

まけにヒルもいなかった）  

予定より早く到着した懸垂岩に

は大学生らしき人や、山岳会らし

き人たちがすでに沢山。そんな中、

我々のために場所を空けてくれ

た方々の気遣いが嬉しい。  

何度か宙釣りになりつつも楽し

く懸垂下降の訓練を終え、いよい

よ遡行開始。 

そもそも歩く場所という認識のない、水の流れ

る沢を歩くことに始まり、ジムでの練習はなん

だったの？と思うくらい、安定した足場のない

岩。人が登っているのを見ていると、“あそこに

足を置けば・・”などと考えるけれど、実際に

やってみるととにかく滑るし、その前に足が上

がらない。ようやく足を乗っけたと思えば、滑

る。現実の沢はとにかく手ごわかった。  

途中、ロープで引っ張り上げてもらってなんと

かよじ登ることができた場所も一つや二つで

はなく、改めて、手がかかると分かりながらも

連れて来てくれたリーダーと、頼りになる先輩

方に感謝！  

帰りの温泉で見た私の足は青タンだらけだったけれど、なんとか岩を登り終え

た充実感で、それを人に自慢したい気持ちで一杯だった。     （記：宮澤） 
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記：長田一樹 

5/20 L：長田一樹 会員外 

 

8：30駐車場 8：45→9：00南壁取り付き 9：30→10：10 西南カンテ取り付き→11：50 終

了点（休憩）懸垂下降 12：30→12：50 3P 目ラッペルステーション(後続 P の登攀待

ち)13：50→登り返し→14：35西南カンテ取り付き→14：50斜上バンド(懸垂下降)15：

05→15：15南壁取り付き 

 

谷川始めで中央稜を登る予定だったのだが、天気予報は朝方まで雪で積雪 10cm の予

報^^;更に午前中は冬型が強く風も強いという事で、あっさり暖かく冬型も弱そうな伊

豆の城山でのマルチに前日変更。 

 

風は強いが天気は良い朝、西南カンテが早く終わったらバトルランナーでもなどと考

えていたが、南壁から斜上バンドに上がるピッチで早くも下調べ不足が露出…思ったよ

りも右をのぼってしまい 5.8 とか 5.9 にしてはイヤに悪いなと思って登ったが思い切

りが出ずに左に逃げてしまう、降りて確認すると間違えて 10ｂを登っていました。自

分のレベルではアサイチで取り付くグレードでは無いので納得(笑)しかも斜上バンド

に上手く乗れずにトラバースで、もう 1 ピッチ追加^^;登山道のような斜上バンドを割

と進んで行くと漸く西南カンテ取り付きへ 

 

最終ピッチやってくれとのメンバーからの希望なので、メンバーがスタート担当だが

支点が見当たらない。二人共初めてなので此処が取り付きで間違いないのか？解らない

が登ってみるとのことでスタート！ 

登ってカンテの反対側を覗き込んだメン

バーが「ハンガー沢山有る！！」との事で

安心して登ってもらう、終了点はハッキリ

している。2P は自分が担当、右側をチラッ

と見るとハンガーが何個か見える、もしか

して右にトラバースしてスタートかと思っ

たのだが、西南カンテと云うくらいだから

カンテ沿いだろうと取り敢えず上がると、

ボロいリングボルトが 2 本有ったのでその

まま直登したが、支点になりそうな木は風で根っこごとグラグラしている（笑）それは

飛ばして適当な木で支点を取り上がるが、上部がガレガレでそのまま登るとロープで落

伊豆城山 西南カンテ 
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石してビレイしているメンバーに当たりそ

うなので適当な所で切って、登ってきてもら

いそのまま抜けてもらう、安定した所で待機

してもらいコチラも登り、先を確認するが左

は無さそう、右はリッジっぽい大岩を乗り越

して行けば RCC ボルトが見えたのでメンバ

ーがスタート、割と悪いようで時間が掛かり

ロープの流れも悪いようだ、ビレイの態勢が

整ったようで合図があり自分もスタート、1

ピッチ目とは明らかに違うハーケンと錆び

たリングボルトがプロテクションになる、上

部のトラバースも地味に悪い、一歩下を見る

とペカペカ光るケミカルボルトが連なって

いる(笑)ルートミスったと思ったが後の祭

り、兎に角抜けて二間バンドへ、フィックス

使って最終ピッチ取り付きへ、最終ピッ

チは 5.7との事なので取り敢えず取り付

いてみる、出だしと中盤はホールドも良

くて安心、最後左から回り込む所がアン

ダー使わないと辛いかなという感じで

終了。メンバー引き上げて食料と水分補

給で大休止。下からコールの声が聞こえ

てきたので休んでいる間に、上がって来

るかと思ったのだがナカナカ現れない

ので、懸垂下降を開始する。最終ピッチ

は 50ｍシングルで降りて二間バンドは

フィックス使って降り、3 ピッチ目の終

了点に行くと、下から後続パーティーが

上がって来るのが見えたので、時間に余

裕も有ったので待機する事に、セルフ取

って二間バンドの大ハング凄いねなどと話していたのだが一向に上がってこない？？

もう一度下を見ると先程よりは進んだが時間がかかりそう、もう少し待ってみたが、余

りにも遅いので声を掛けて、先に降りる旨を伝え懸垂下降をして、正規の 2ピッチ目取

り付きへ降りる、此処で時間押して焦っていたのと、互いの確認ミスのため末端を解か

ずにロープ回収した為、登り返すこととなる。正規の 2.3ピッチが登れたからと納得し 
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て回収して戻る。当初はそのまま斜上バ

ンドまで懸垂で降りようとしていたが、足

りなくて登り返しも嫌だし、更に時間が掛

かるねとなり、結局取り付きまで懸垂で降

りて、歩くことにしたのだが久しぶりのマ

ルチでクライミングシューズがキツく、二

人共つま先が痛くなり、歩き方もヨタヨタ

してきたので懸垂支点見つけて適当な所

から懸垂して降りました。 

デポした所に戻ると南壁には誰も居ら

ずに貸し切りでした。折角だからと思ったのですがつま先の痛さに耐えられずアッサリ

下山。 

筥湯でお風呂に入って（独鈷の湯は足

湯になっていました！）弥次喜多でアジ

コロ定食食べて帰ってきました。 

 

風も昼前には止んで、熱くもなく寒く

もない好条件でしたが、下調べ不足でル

ートミスしてしまいました。下調べ無し

は、良い所も悪い所もありますが、今回は

色々と勉強と経験になり面白かったで

す。 

 

と、此処まで書いてからネットで、調べ直してみた所。西南カンテのルート的には合

っているようです。2ピッチ目を右にトラバースしてスタートする。ケミカルボルトが

連打された所は新しいルートのようです。登った感じではコチラのほうがフリーっぽく

てスッキリしていた感じはあります。 
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古峰ヶ原・井戸湿原（1378M） 

                 記：八並 絹代 

★日程  ： 平成 30 年 5 月 20 日 

★メンバー： L 山崎正夫、山口敏雄、下川、新庄、八並 

★コース ： 草加 5：30➡前日光ハイランドロッジ駐車場 7：45 

       ハイランドロッジ 8：00----横根山---井戸湿原----五段の滝--- 

       --井戸湿原---象の鼻---ハイランドロッジ 12：20---古峰神社—-- 

       ―-獨協大学駅西口 15：30 

 

五月に入り体調が芳しくなく、今年は日光近辺のヤマツツジを見られないと諦めて

いたところ、思いがけず誘って下さり思い切って参加した。 

当日は前日の暑い天気が一転して肌寒く、前日光ハイランドロッジに着いた時は、

あまりの寒さに震えたが空気は澄んで快晴。八時前だというのに駐車場はすでに沢山

の車。ロッジ前から歩き始め、遊歩道周辺はヤマツツジとズミの花が見頃で、どこまで

も続くヤマツツジの回廊だつた。井戸湿原周辺はミツバツツジ、シロヤシオ、ヤマツツ

ジ、ムラサキヤシオなどが咲き誇りまさに桃源郷。こんなにも綺麗な景色に感激。 

五段の滝近くで小鳥愛好者が 4～5 人望遠カメラを構え小鳥を撮っている。鳴き声か

らコマドリがいるらしく下川さんに教えて頂いた。ちいさな綺麗な小鳥でなんともい

えない美声にまたまた感激。 

象の鼻展望台からは見事な展望で目の前は牧場、日光連山、皇海山、袈裟丸山、赤山 

などのパノラマ、まさに絵になる景色。 

この山はほぼ山頂近くまで車で入れるので楽ちんで、周回コースは関東ふれあいの

道になって整備されており、ツツジが見事で毎年行きたい山のひとつです。 

帰り道、古峰神社に寄って帰路についた。 
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奥秩父 秩父槍ヶ岳 
 

記：山崎 寧子 

 

2018 年 5 月 24 日（木曜日） 

メンバー L.山崎（寧）、大門、会員外 1 人 

秩父槍ヶ岳 1341m 

コース 駐車場～相沢橋登山口～野鳥の森歩道終点～コンサイス秩父槍ヶ岳～秩父槍ヶ岳 

ピストン 5 時間歩行 

 

感 想 

相沢橋駐車場は、清潔なトイレがある。 

駐車台数は６台程度。 

 

相澤川に沿って樹林帯を登り 100 分程たつと、 

遊歩道は荒れた斜面になるとのネット情報だったが、 

あれ！普通に登山道（笑） 

 

岩場もほぼなく、静かな樹林帯をさらに進む。 

なんて鳥の種類の多い山なんだろう。 

聞こえるのは、鳥たちの泣き声とセミの声、 

そして三人の足音。 

 

次は、秋に直登ルートを登ってみよう。 
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燕 岳 （２７６３M） 
記：山田 朗子 

＜日程＞2018 年 5月 26日 

＜メンバー＞山田 

会員外１名 

 

＜行程＞中房温泉登山口

（4:30）・・・合戦小屋

（6:47～7:10）・・・燕山荘

（8:18）・・・燕岳（8:50～

9:15）・・・燕山荘（9:38～

10:07）・・・合戦小屋

（11:04～11:17）・・・中房

温泉登山口（13:00） 

 

＜感想＞ 残雪の北アルプスを見たくて、燕岳へ。野鳥の声を聴きながら、薄雲が取れると

いいな、雷鳥に会えるかな？等と思いつつ歩き始める。 

     合戦小屋でアイゼンを着ける。ぐさぐさの雪で歩きにくいが、槍ヶ岳が見え始め

るので気分も上がる。 

     燕山荘手前から山頂まではアイゼンいらず。残雪の北アルプス裏銀座と燕岳の素

晴らし～い眺めを堪能しながら、雷鳥も探しつつ山頂へ。 

     時間が早いためか、山頂もすいていて、ゆっくり過ごす。ここには初めてきた会

員外１名（夫です(^^ゞ）も、凄い景色だなーと言っている。 

     雷鳥には会えませんでしたが、登山口周辺にはオオイワカガミ、マイヅルソウ、

イワナシ、クルマバソウ、キランソウ、カラマツソウ、ベニバナイチヤクソウ等も

咲いていて、満足々の山行でした。 
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記：長田 一樹 

長田 一樹 会員外 

5/27 5：00 草加→6：00五霞道の駅 6：15→8：00古賀志山 滝エリア 17：00→21：00

草加 

 

第一例会の後の飲み会で痛飲して、帰宅途中に自

転車で転けてしまい、左手の人差し指、中指、薬指

を突き指して、手の甲にも打撲を負ってしまう^^; 

少しずつ少しずつフリーの調子が上がって来た所

だったのにと嘆くが仕方無し、ジムも登れる所だけ

を無理しないで登っている状態でしたが、あまりの

天気の良さに加え、幸せな理由によりクライミング

から離れていた仲間にも誘われて、登れる所を無理

しないで登ろうと古賀志の滝エリアへノコノコと

行って来ました。 

 

競技会ルート 5.9 再登でアップ、長

いのと距離があるのでアップに最適 

 

その左隣の隣の隣？くらいにあるル

ート名不明 10ｂ、こちらもガバガバな

のでホールド分かればアップに最適 

 

鼻カンテ 10ｂ再登、どうやって登っ

てたのか？さえも思い出せないという

か左手を悪化させた感が満載になった

ので意地張らずに 2 便で終了。案の定

^^;左手が腫れてきたので、手を洗って

湿布してビレイに専念 

 

 

古賀志山 クライミング 
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新人クラック 5.9 再登 満足出来ずに最後に一本、ハング超えにすると満足感が増す。 

 

メンバー達は順当に、狙ったルー

トを落としていく、15：00 を過ぎた

あたりから本日の最終便を意識した

登りになってくる、メンバーの一人

は、ハイパーテンション 11a を RPし

て、おまけで上田カンテ 11aを狙って

いたのだが今回も惜しくも RPならず。

しばらくぶりにクライミングに復活

した N君は小ハングダイレクト 11a/b

を RP！お見事！！ 

そして U さんもガバガバの 10ｂを

FLして更新。 

 

 

 

 

 

 

フリーも慣れてくると楽しく登り甲斐も

あります。ただ何よりフィジカルが一番、ム

ーブが二番なので、身体への負担が大きいの

で歳を取って来ると大変ですし怪我も心配

です。それでもムーブを考え修正して、少し

でも前より登れると楽しくなる感覚はクラ

イミング独特のモノで、少し登山にも共通し

ていると言うか似ていて楽しいです。 

 

帰りにステーキガストで大量にタンパク

質を摂取して草加に戻りました。 
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仙 元 山（２９９ｍ） 

記：兼堀 善和 

  

1．日 時  H30 年 5月 27日（日） 

2.日メンバー Ｌ山崎正夫 山口敏夫 兼堀善和 

3．コース  電車 小川町駅 8:40～8:54 円城寺～9:13龍谷薬師堂～9:37 見晴らしの 

       丘公園～9:58 下里の大モミジ～10:16 百庚申～10:26 山頂 10:40～10:53 

              青山城址～11:21大日山～11:53物見山～12:05仙元大日神～12:40 小倉 

       城址～14:32 東武嵐山駅 歩行距離 13.2 キロ 

 

 埼玉 100 名山の 46番仙元山に、山崎リーダーと山口さんの 3名で行くことになった。 

小川町は昔、酒・織物・建具・和食などの文化も成熟し「武蔵の小京都」と呼ばれていた

ようだ、小川町駅からスタート街中を少し歩き、1300 年代建立の板石塔婆で有名な円城寺

を見て、木造の龍谷薬師堂から登山道に植林から雑木林に変わり、直射日光は 

当たらないが風がなく蒸し暑い、見晴らしの公園を経由して、下里の大モミジからやや急な

登り百庚申への分岐を百庚申に、数を数えたが 81庚申しかなかった？山頂は見晴らし悪く

残念早々に昼食を食べて下山、ぐるっと遠回りして大日山・物見山・仙元山経由して、二つ

の城跡散策した、特に小倉城の最大の特徴は戦国時代の関東の城では稀な石垣を随所に築い

た珍しい城跡を見学して、公道に下りそこから嵐山渓谷沿いに歩き東武嵐山駅に着いた。 

 リーダーの計らいで地元のいろんな所を散策できた 13キロ行程の 100名山完登 

時間があったので、東松山で途中下車飲んで帰った。 

  

 

 

 

 

         

      

 

 

 

 

 

        山 頂                百庚申 
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〈山行報告文の基本事項〉 

 

1.山行報告文の内容 

山行日・参加者・コースタイムを必ず記載する。（紙・電子文共通） 

2.パソコン作成の基本事項 

①ＭＳ Ｗｏｒｄ（ワード）を使用して作成 

②用紙サイズ：Ａ４サイズ タテ 

③余白設定：上下左右 25ｍｍ 

④文字設定（本文）：ＭＳ明朝 11ポイント 

見出し（タイトル）は自由書式にて作成 

 

〈平成 30 年度の原稿提出日程〉 

 

号  数 242号 243号 244号 245号 

原稿締切日 5月 31日 8月 31日 11月 30日 2月 28日 

発行日 6月 21日 9月 20日 12月 20日 3月 20日 

表紙絵担当 鈴木 廣 松浦 剛 井口宮子 張替清治 

コール 松浦 剛 石井文子 四宮慎太郎 小宮将光 

※私の一名山 新庄八重 森 律子 小林真一 鈴木 廣 

編集担当 松田 武 長田一樹 小野寺英子 奥村一江 

 

※今期から「私の一名山」を企画しました。 

初めての山登りで苦労した山、思わぬ人と出会えた山、自分にとって忘れ難い山や 

イチオシの山についての原稿を紹介していただければと思います。 

 

〈編集後記〉 

 

沢山の山行報告ありがとうございます。山行数も多く、また山行の形態も多様化し、会の

活動が活発になっていることを実感します。体調も少しずつですが回復してきているので、

積極的に山行に参加したいと思っております。 

松田 武 
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