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コ ー ル 

 

【 チャンピオンへの応援 】 

                                                          記：石川 浩道 

一昨年、親交のあるＫ１の山崎陽一選手がウエルター級王座決定戦に挑む前日、僕は富士山

頂を目指していました。 

 

格闘家の山崎選手は、あの魔裟斗選手と同じジムで、まさに血の滲むようなトレーニングを重ね、

ようやくたどり着いた王座決定戦…安易に

「頑張れ！」ということすら憚れる雰囲気でし

た。 

試合へ応援に行けないため、前日、山崎

選手とのメールのやり取りで「一足先に日本

の頂きにたどり着いて、ご来光の写真を送り

ます」なんてメールを送ってしまいました。 

  幼少の頃から、登山の経験など記憶にな

く、「初参加でも登れる富士山！」というチラ

シに誘われ参加したバスツアー。 

八合目で頭痛と吐き気と寒気に襲われ、

完全に KO されて下山しました。 

なんてメールすれば良いのかわからない

まま試合結果を見ると、山崎選手は、見事

チャンピオンベルトを手にしてました。 

 

  

  これが、僕が登山を始めた思い出です。 

 

昨年、嗚咽とヨダレを垂らし頭痛で涙目のままリベンジ達成しましたが、山頂での記憶はほぼご

ざいません。 
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   令和元(2019)年 6月～8月山行実績 リーダー部・機関紙部 

 山      

 行 
日  程  山 岳 名 リーダー 参   加   者 

会 6/1～2 
和名倉山－

飛龍山 
山崎(寧) 

新島、鎌形、鈴木(勝)、浅井(昭)、 

山口(裕)、殿塚、榊原、浅倉 

個 6/2 源次郎沢 沼田 石川、西島、森(律) 

個 6/2 
一ノ倉沢衝

立岩中央稜 
長田 会員外１ 

個 6/7～9 
九重連山・

祖母山 
榊原  

個 6/7～12 小笠原 鎌形 
石井(文)、森(花)、和田、小林(い)、 

山﨑(正)、小野寺、兼堀(善) 

個 6/10～11 巻機山 山崎(寧)  

個 6/16 軍刀利沢 沼田 
松浦、長田、殿塚、村上、榊原、森(律)、 

西島、石川 

個 6/20～22 
函館／恵山

駒ケ岳 
浅井(祐) 杉山、下川、山﨑(正)、兼堀(善)、澁谷 

会 6/29～30 
尾瀬バスハ

イク下見 
浅井(昭) 

畑野(順)、四宮、浅倉、一ノ宮、青木、 

土屋 

個 6/29 三ッ峠山 石井(文) 浅井(祐)、畑野(仁)、尾崎 

個 7/6 白駒池 畑野(仁) 畑野(順)、浅井(祐)、石井(文)、松田(武) 

個 7/6～7 県岳連講習 石川 岸野 

個 7/13 
冠着山  坊

抱岩 
沼田 岸野 

個 7/15  
北八ヶ岳/ 

雨池 
芳野 鈴木(廣)、澁谷、出口、平野(祥) 

会 7/20～21 
野反湖・ 

白砂山 
山口(裕) 

鈴木(勝)、山崎(寧)、榊原、宋、村上、 

一ノ宮、四宮、矢野、浅井(昭) 

個 7/21 安達太良山 青木 会員外１ 

個 7/21 
中ノ岐沢小

淵沢 
長田 会員外１ 

個 7/25～26 北八ヶ岳 岸野  

個 7/26～29 幌尻岳 山口(裕) 新島、浅倉、榊原 

個 7/27～28 

黒岳～高根

ヶ高原～赤

岳 

山崎(寧) 会員外１ 

個 7/29～31 
森吉山・ 

赤水渓谷 
松田(武) 小林(い)、小野寺、山本、殿塚、和田 
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個 7/30 塚山(下見) 福田  

個 7/30 雌阿寒岳 山崎(寧)  

個 
7/31 ～

8/1 

男体山（日

光） 
西島 浅倉、会員外１ 

個 8/1 利尻山 山崎(寧) 会員外１ 

個 8/3～5 
燕岳～常念

岳 
鎌形 青木、土屋、居居、森(花)、村上、一ノ宮 

個 8/4 倉沢谷本谷 山口(裕) 鈴木(勝)、岸野、山崎(寧)、榊原、森(律) 

個 8/4 
ホラの貝ゴ

ルジェ 
長田 沼田 

個 8/7～9 

白馬岳～雪

倉岳～朝日

岳 

新島 大門 

個 8/9 
四郎山 

(日光) 
山本 小林(い)、阿部、小野寺、平野(祥) 

個 8/10～12 
大鹿沢・尾

名手川 
沼田 山口(裕)、岸野 

個 8/11～12 
明神岳/ 

東稜・主稜 
長田 会員外１ 

個 8/18 
湯檜曽川 /

白樺沢 
長田 会員外１ 

個 8/18 鷹ノ巣谷 鈴木(勝) 山口(裕)、森(律)、岸野、榊原 

個 8/18～19 鳳凰三山 新島 大門、平野(祥)、八並 

個 8/21 水根沢 沼田 石川、浅倉 

個 8/24～25 
小室川～大

菩薩嶺 
沼田 山口(裕)、岸野 

個 8/24～25 

苗場キャン

プ場 (湯沢

高 原 ・ 筍

山) 

浅井(祐) 石井(文)、畑野(仁)、兼堀(恵)、井口 

個 8/24～25 白駒池 宮澤 村上、土屋、(四宮) 

個 8/31  

御池～見晴

(会員バス

ハ イ ク 下

見) 

浅井(昭) 
畑野(順)、土屋、青木、一ノ宮、浅倉、 

四宮、 
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「私の一名山」  

奥秩夫縦走/三国峠～甲武信ヶ岳～将監峠～一ノ瀬  

                           記：浅井 祐子 

 

 恥ずかしいのだが、最近脚が不調で思うように山へ向かえずにいる。妙な法則があるよ

うで思い起こすと 12年周期で膝の痛みがやって来る(？)。初めて来たのは 25 年前の 1994

年、33 の歳で草加山の会 20周年記念の年だった。 

 

この年の記念山行は埼玉県の県境をみんなでリレーで繋ごうという企画。その一つに参

加。 

リーダーは浅井昭光で、杉山さん、芳野さん、田島さん、照井さん、佐藤照子さん、赤塚

さん、町田さんと私、雁坂峠からの鏑木さんと三浦先生も合流しての大所帯。(殆どが退会

してしまったが、みな元気だろうか？) 

 

 さて、夜行発で翌朝三国峠からの歩きだし。初日早々から痛みが出たものの、我慢出来

ぬ程では無く、何とか 1泊目の甲武信小屋に到着。が、二日目になっても膝痛は収まらず、

荷物を皆に持って貰いながら笠取小屋まで何とかたどり着く。 

最終日、縦走予定はまだ先があるが、私は最短ルートで下山せよとリーダーから指示さ

れた。 

その際に付き添ってくれたのが、杉山さん、鏑木さん、照井さん。みな楽しみにしている

縦走なのに、快く私と一緒に下山すると言ってくれた。申し訳ないやら情けないやらで、

下山路は針の上を歩いている様な気持ちだったことを今でも忘れない。 

 

「また次の機会に来ればいいのだから…」と笑って、落ち込む私の気持ちを和らげてくれ

た仲間たちを思い出すと、本当に感謝しかありません。みな「登山」を楽しみに来ている

のだから、当然「登頂」を目指しているはずなのに「又次も一緒に来ようね!」と言ってく

れた山の会の仲間は凄いな～と思いました。 

 

 色々な山に登りました。アルプス縦走や自分に登れるのだろうか？と思う岩や沢にも登

り、大きな達成感を味わった感動の山行も沢山ありました。けれどもこんな風に情けない

思いを抱えたり、仲間に助けられたりした山も、私にはいつまでも深く心に残っています。 

「山と仲間」を思う存分楽しめる「草加山の会」は、改めていい山の会だな～と思う今日

この頃です。 
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 二 子 山  （埼玉百名山）                                                     

                              記：沼田 真澄 

日  時：令和 1 年 5 月 21 日 

メンバー：Ｌ．沼田、長田 

コ ー ス：9：00 駐車場→9：30 取り付き→10：30 登りはじめ→14：30 西岳山頂→     

     15：00 駐車場 

 

 45 周年記念イベント、埼玉百名山をクライミングで登るということで、二子山西岳中央

稜を 7 ピッチで登って、登頂してきました。 

 このルートは、最高グレード 5.9（3ｐ目）ということで、初級者の本チャントレーニン

グ場として、大人気ルートとして有名です。岩質としては、二子山の石灰岩だけど、あま

り滑りにくいが、刺々しいのは同じ感じです。核心ピッチの 3ｐ目は、5.9 というグレード

がついているけど、クラシカルな 5.9 で、初級者の壁となっています。 

クライミングをはじめてから、最初にマルチピッチで登らせてもらったルートがここで、

3ｐ目を登ったときは、どうやって登ったらよいのかがわからなくて、約 30 分くらいセミ

状態が続き、結局 A0（スリングをつかんで登ること）して脱出した苦い経験があります。 

そして、数年後、二子の開山式の後に登る埼玉県岳連の恒例行事のときは、レイバックで

抜けることができましたけど。 

 そして、今回は・・・  

O 部長の方が登れるので、奇数ピッチをお願いして、つるべちゃんで登りました。  

さすが人気ルート、前に 4 人パーティーがいて、さらに先にもいるみたいで、取り付きで

1 時間以上待たされる。。。 

 O 部長の下ネタ話（笑）一時間でウォーミングアップ。いざ、出陣！  

余裕な O 部長、残置をあまり利用せずに、ジャラジャラ大量にぶら下げたカムで支点をと

りながら、楽々クライミング。登ったら、まだ前パーティーが詰まっていて、日向ぼっこ

をしながら 30 分。2ｐ目、あれこんなんだったけかなーと、3 ピン目とるのにちょっと遠

いし、そっからちょっと辛いところがあった。そして、3p 目、O 部長はカムで支点をとり

ながら、普通にクリアー。岩はネテル感じなのに、やっぱり難しいく、ミーは下部で岩で

切って流血（ちょっと）しならが、核心はやっぱりレイバックで。O 部長は、ジャミング

で簡単に突破できたらしいが。さすがクラックを登ってるだけあるね。あとは、簡単に登

り、無事山頂へ。そこから、上級コース（バリエーション的だけど、比較的楽）ルートで

下山。 

 45 周年記念イベントの埼玉百名山をクライミ

ングルートで登る、ということが実現できて満足

です。 

 二子山担当にしてくれたみなさま、そして一緒

に登ってくれた O 部長に感謝です☆ 

 

草加山の会が 

これからも末永く盛り上がっていきますように！  
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木賊山～甲武信岳～雁坂嶺 （埼玉百名山 43） 

                              記:小野寺 英子 

山行日：2019 年 5 月 24 日～25日 

参加者：L 小野寺、山本、和田、阿部, 松田（武） 

【一日目】 

独協大学西口 5:30==＝＝西沢渓谷駐車場 8:10 

西沢渓谷登山口 8:40➡石楠花トンネル 11:40➡近丸新道分岐 12:20➡木賊山 

15:35➡甲武信小屋 16:15 

 今年の石楠花が遅いとの情報に心配しながらも、お天気

の良さに気を良くして吊り橋を渡る。直ぐに急登が始まる

が今回はゆっくり登り、今日中に小屋に辿り着けば良いの

だ。突然思いがけない石楠花のトンネルが現れて、只々歓

声をあげてしまった。今を盛りと咲いてた！！ 

これだけで充分満足とみんなで感動でした。分岐までがと

ても長くその後も何回かアップダウンを繰り返し、木賊山

に近づくと残雪があり、凍ってたりするがアイゼンは付けなかった。小屋までの下りは結

構緊張したがどうにか小屋に着いた。 

一日中富士山が一緒に登って呉れたのは何よ

りでした。小屋主の徳さんは昨年より元気に

なっていた。夕食後私達メンバーとお酒を酌

み交わして、小屋の現状とかを聞いた。 

3 年後には必ず小屋の周りをヤナギランのピ

ンク色で埋め尽くすと言ってました。 

今、苗木を育ててるそうです。 

みんな疲れて消灯前に布団に潜り込んだ。 

 

【二日目】  

小屋発 6:10➡甲武信岳山頂 6:25➡甲武信小屋 6:40➡分岐 7:10➡避難小屋 8:30➡西破風山

9:50➡雁坂嶺 12:08➡雁坂峠 12:45➡みとみ道の駅 16:30➡駐車場 17:00 

 

 今日もお天気は上々、空身で甲武信岳に登った。山頂からの眺めは素晴らしい！！ 

阿部さんが初めてなのでこの景色は本当に良かった。 

全ての山々がスッキリ見えて、去りがたかったが今日は長丁場ゆえ、山頂を後にする。 

小屋から分岐まではずっと残雪が有った。岩場のアップダウンを数回越えて、突然に開け

た場所が賽の河原のようで、富士山がとっても綺麗でした。少し休憩の後ガレ場や岩場の

急な下りがずっと長く何処まで降ろされるのか…やっとの思いで鞍部の避難小屋に辿り着

いた。見上げるとピークが幾つも見える。きっと最後のピークが雁坂嶺かも知れないと内

心気持ちが萎えそうになる。しかし、リーダーが弱気でどうする？自分に言い聞かせて進

む。今日は尾根歩きで少しはルンルンかと思ったが甘かった！10数年前の時は全く辛いと

木
賊
山 

満開の石楠花 
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思わずに登ってた事が嘘のようだ。 

西破風山までは又々長い岩場の登りで大変でした。 

山頂は展望が全くなく、道標が埼玉側と山梨側と何本も

立って、其々が主張して賑やかでした。 

雁坂嶺までは岩場のアップダウンを何回繰り返したでし

ょう。やっとの思いで最後のピークの山頂に立った。二

つ目のミッションをクリア出来て、肩の荷が下りまし

た！！ 

峠までは急な下りを 30 分で着いた。 

峠には雁坂小屋に泊まる登山者が登って来てた。 

ここで素晴らしい富士山とはお別れです。 

この 2 日間ずっと一緒でした。とても救われました。 

いよいよ長い下りの始まり、つづら折りの連続です。す

れ違う人達が登山道に鹿が死んでるよ…と教えて呉れた

が、異臭がすると思ったら登山道の真ん中に鹿の亡骸が

横たわってた。内臓はすっかり獣に食べられたようで空

洞になって可哀想。 

雪解け前の事故のようでした。 

誰かが谷底に落としてあげたら良かったのになんて勝手な事を思った。 

まだまだ下りは延々と続き、沢に小さな橋があり、渡ったが先に道が無い！ 

GPS も電波が入らないようで、和田さんが

沢に添って先を行って呉れた。 

雨の時は増水すると怖い場所だった。 

又小さな橋を渡り、やっと登山道に出た。

が時間は大分遅れてる。 

ゆっくりをモットーの山行ゆえ仕方がない

と思いつつ…何時に辿り着くのかな？なん

て気弱な事が頭をよぎる。本当にやっとの

思いで車道に出た。しかし、道路一杯に落

石が広がってる道を足早に通り過ぎるがこ

こも嫌になるほど長かった。高速道の料金所が見えてホッとする。 

村営釣り場を横に見ながら登山口の傍の道の駅に着いた。長かったぁぁ… 

朝から 10 時間半よくぞ歩き通し頑張りました。 

道の駅でおじさん達 4 人が椅子にもたれてソフトクリームを食べてる姿は何とも言えず可

愛いもんでしたよ～～ 

後は 10 分ほどで西沢渓谷駐車場で山靴と別れです。少し走った所のお風呂で二日分の汗を

流して、疲れた身体で運転をして貰い草加に帰り着きました。 

埼玉百名山お付き合い下さり、本当に有難う御座いました。 

大変だったけど、高齢者山行でもゆっくりならまだ出来る…と改めて感じました。 

甲武信岳 

雁坂嶺 
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広沢寺の岩トレ 

期 日：２０１９年５月２５日 

場 所：丹沢広沢寺ゲレンデ 

参加者：L,松浦、SL,鈴木、SL,沼田 青木、一宮、山崎寧、石川、遠藤、井居、榊原 

    出口、土屋、森律、朝倉、岸野 

 

最近はどこのゲレンデも昔と比べて賑わっており、岩場の場所取りも大変である。  最

近は沼田さんの先発隊に行ってもらい、ザイルを張ってもらう事が通例となった。岩トレ

計画も大変である。中高年のスポーツクライミング熱も全国的に広がり、安曇野の穂高町

に住んでいる友人のガイドさんも、山のガイドより楽しく疲れないクライミングのガイド

がほとんどだと云って居た。 

 

久しぶりの広沢寺ゲレンデなので道を間違え１時間程ロスをする。ゲレンデには沼田さん

の先発隊が張ったザイルが岩場に垂れ下がっている。今回はリーダー３名、女性９名、男

性３名の参加者である。９対３と圧倒的に女性が多く、クライミングは女性の方が興味を

持つ様であり不思議であるが、女性にとっては非日常的なクライミングは楽しいのであろ

う。最近は参加者も多くなってきて嬉しい限りであるが、１５名の参加は今までで最も多

い。昼食をはさんで５時間程岩トレを行うが、皆が岩場に慣れていく様子が、ザイル確保

していると実によく判る。練習後はしばらく降った所にある温泉につかり疲れを癒やして

草加に戻る。高速道路で荒川を渡る頃は夕日が沈む寸前で、空が赤々と燃えていた。 

 

 

              岩場の練習風景 
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笠取山～唐松尾山 
（１９５３m/２１０９m） 

   

記：兼堀 善和 

山行日：令和元年５月２５日（土）～２６日（日） 

山行者：L：兼堀、畑野(順)、山崎(正)、鎌形、新島 

コース：７人合同 作業平駐車場 8:55～10:30 笠取小屋 

    ２組に分け 笠取小屋 11:03～11:51 笠取山～14:06 唐松尾山～16:40 笠取小屋 

    から７人合同 

 

 ５月としては異常の猛暑日に埼玉１００名山を四宮さんと合同で４座踏破、テント泊２

日間で登る計画して７名で草加出発、こんな日は山のほうが涼しいと頭を切り替えた。 

 作業平駐車場に駐車予定がなんと空きスペースがなく、ギリギリ２台駐車して、笠取小

屋までテントと食事道具をみんなで分散して背負って到着。テント設営（当初計画では２

日間で２座づつ登る予定だったが、この暑さの中、２座づつ２組に分けて２５日だけで 4

座済ませる事に決めた） 

 １１時過ぎに笠取山に向け５名で出発、最

後は山頂直下急登を息を切らせながら、笠取

山に１２時前に到着、昼食を摂って１２時１

０分頃唐松尾山に出発、シャクナゲは裏年な

のかあまり綺麗に咲いていなかったが、１４

時過ぎに唐松尾山に到着、早々に笠取小屋に

向かう、テント場に着きすぐにビールで乾杯、

夕食は美味しいカレーをいただいた。 
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古札山～水晶山 
（２１１２m・２１５８m） 

   

記：四宮 慎太郎 

山行日：令和元年５月２５日（土）～２６日（日） 

山行者：L：四宮 殿塚 

コース：７人合同 作業平駐車場 8:55～10:30 笠取小屋 

    ２組に分け 笠取小屋 11:20～13：20 古札山～13:50 水晶～16:00 笠取小屋 

    テント泊の後、7：00 下山開始～8:25 作場平駐車場 

 

 笠取小屋で二手に分かれることになったが、石楠花を期待する笠取・唐松尾チーム 5 人

に対して、こちらは殿塚さんと 2 人。少々暑すぎるが、天気は上々、奥秩父主稜縦走路の

展望を期待して笠取山分岐から雁峠へ、笹原が広がり、南アルプスが見える。 

ここから燕山へ一気に 200ｍを登る。埼玉百名山には入ってないが、念のため記念撮影。

山頂付近では富士山がくっきり見える。 

時折笹原が広がる気持ちの良い尾根を古札山に向かうが、夏のような日差しにとにかく

喉が渇く。度々水分補給をしながら、13:20 に古札山山頂に到着。 

他に登山者がいないので、殿塚さんの自撮り棒で記念撮影。山頂付近からの展望は素晴ら

しい。水晶山山頂は展望がないと知っていたのでここで帰りたいところだが、ミッション

を果たすために水晶山へ。13:50 に山頂に到着し、写真を撮ってさっさとテント場に向か

う。 

帰りはどの山頂も巻道があるので楽ちん。16:00にはテント場に到着。笠取・唐松尾組

を待って、宴会開始。日帰りが出来ない行程ではないが、楽しいテント泊だった。 
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十文字山（2071ｍ）会山行 埼玉 100 名山 

記：福田 穣治 

■山行日：2019 年 5 月 28 日 

■参加者：Ｌ.八並絹代・兼掘善和・芳野光夫・大門京子・森花江・福田穣治 

■コース：5：35 獨協大学前⇒首都高・中央道・上信越道（長坂）⇒8：30毛木平駐車場着 

     →8：45 毛木平→11：00 十文字峠 11：07→11：25十文字山（昼食）11：45→ 

     →12：00 十文字峠山小屋（休憩）12：15→14：00 毛木平（下山）⇒ 

地元野菜売場施設・川上犬6頭（天然記念物）見学14：30⇒休憩・事故渋滞  

⇒ 18：30獨協大学前着 

 

埼玉１００名山の十文字山は、秩父にあり

な 

がら登山口は長野県側と聞き驚きました。 

確かに計画書には草加から現地まで高速道

路で３時間以上も見込んであります。 

地図を見れば、埼玉側からも登れますが、 

1～２泊がかりになる事がわかりました。 

さすがは草加山の会、ミッション成功の為

にはこんな大巻き道もいとわないという訳

ですね。 

 

さて、車は始めて見る谷川岳を正面に進み、 

やがてその右を通り、更に背にしながら千曲

川の源流に沿って毛木平駐車場を目指します。 

五木ひろしの大ヒット曲「千曲川」。 

日本人の心に優しく響くゆったりした調べで

「信濃の旅よ～♪」のフレーズから長野県の

川であることは知っていましたが「こんなと

ころで出会えるとは」と一人感動していまし

た。 

 

毛木平の駐車場は、透水アスファル

ト敷きできれいに整備され、トイレ

もあって、詰めれば１００台位は入

りそうでした。 

今の季節、本来なら何とか言う花で、 

あたり一面がピンク色になり、すご

くきれいなんだとか。早すぎたみた

いで、女性陣は残念がっていました。 

毛木平駐車場 
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吠えて唸りながらペロペロ＆ 

カミカミの好きな川上犬でし

た。 

 

ひたすら登る十文字山の登山道、頂上を目指すには十文字峠を通ってからになっていま

すが、十文字山の裾を通過し、更に 40ｍ位下った先にその峠は有りました。下る前の途中

から尾根伝いに登れば、十文字山頂まで一気に行けそうな感じでしたが今日は会山行、破

線ルートは封印です。少し休んで頂上へ。八並隊のミッションは見事達成となりました。 

曇り空と立木のせいで、大きく開けた景色は見られない中、昼食を済ませ下山をする頃か

らでしょうか、我慢も限界に来た雨雲からパラパラと降り始めたので、森ハナさんが休憩

していた山小屋に急きょ駆け込み、雨宿りさせてもらいました。じきに雨は止み下山開始。 

気のせいかもしれませんが、皆さん、いつも登りは瀕死な感じできつそうなのですが、 

下りは打って変わって俄然元気になり、脱兎のごとくかなりのハイペースになります。 

孫子の兵法にある「始めは処女の如く、後は脱兎の如し」を思い出しました。（少し違う

けど）とにかくついて行くのは大変でした。 

帰りは、地元野菜販売所に寄ったのですが、天然記念物「川上犬」と言うのが６頭いて触

らせてもらいました。正確にはちょっと傷めの甘噛みで、手を引っ込めようとすると唸る

ので任せるしかなく、寄ってたかってしっかり抑え込まれ、血が出る手前の寸止めをして

くれていたという感じです。捧げていた右手の甲は真っ赤になりました。オオカミの血を

引く猟犬らしく、仔犬も含め結構どう猛な感じで、特に山では敵に回したくない奴らでし 

た。  

仔犬 
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和名倉山、竜喰山、大常木山、飛龍山 

（埼玉百名山） 

                        記：山崎 寧子 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

日時： 6月１日～２日 

天気： 1日目 晴れ、２日目 曇り 

メンバー： １日目 山崎寧子、山口裕史、新島、鈴木勝幸、鎌形、浅井、殿塚、浅倉、 

           榊原 

 ２日目 山崎寧子、山口裕史、鈴木勝幸、殿塚 

行程：  

１日目  

草加 IC～外環～関越～圏央～青梅 ICより下道→民宿みはらし駐車（１日５００円） 

民宿みはらし 7:38--08:38 将監小屋 09:05--09:12 将監峠--10:37 西仙波--11:03 東仙波

--12:48和名倉山---14:35 東仙波 14:50 西仙波--16:12将監峠 16:1316:18 将監小屋泊 

2日目  

将監小屋 06:03--06:10将監峠 06:51--竜喰山 07:02--07:41大常木山 08:11--09:36将監小

屋--11:30 将監登山道入口 11:33--ゴール地点 G 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

（感想） 

20190601 和名倉山 

2度目の和名倉山は、げんなり〜としか言

いようがないほど長かった。 

しかし、西仙波、東仙波の稜線としゃくな

げは見事だった。こんなに色の濃いしゃく

なげは見たことがない溜息ものだった。 

02 竜喰、大常木山 

将監小屋〜竜喰山 60分程、大常木山は調べても情報がすくなかった。とちゅう崩落がある

とか、おそろしく急な岩峰だとか、恐怖のコメント情報にびびり気味にルートを予想する

しかなかったが。 

トップを歩く殿塚さんの早いこと。おいついては引き離されの繰り返しに、予想外に溜息

もの樹林帯と、携快にあるけるアップダウンの稜線と、楽しい岩峰を登ると目の前に広が

る山様の見事なこと格別。 

将監小屋に戻るルートは薄い踏後をたどりルーファイしながら急斜面を下り、おそらく 70

分はショートカット？走るように歩くこと 70分で小屋着。大満足の登山となった。 

参加してくれた皆さんに「感謝」 ありがとうございました。 
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                                                        記： 新島 和子 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

メンバー： 2日目 新島和子、浅井昭光、鎌形瑞枝、浅倉直人、榊原奈歩 

行程  

将監小屋 05：30--08:40 飛龍山 08：50--09：40 前飛龍 9：55—10：55 熊倉山 10：55—11：

45 オサラ峠 12：00—13：30--ゴール地点 G 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

02 02 飛龍山                                           

埼玉百名山のひとつ、昨年の雲取山～飛龍山が台風襲来のため途中断念したリベンジとし

て、寧子さんの和名倉山に便乗しての山行となりました。 

飛龍山に近づくにつれシャクナゲも見られ、展望の無い飛龍山山頂ですが手前にひらけて

いる箇所があり、山頂に行く前に是非とも立ち寄りたいものです（因みに今回は分岐で間

違えて立ち寄れました(^^ゞ) 昨年のリベンジで万歳！でしたが、そこからがひたすら下

りの長いこと・・後発の竜喰、大常木山組に 2 時間遅れての到着となりました。おまたせ

しました・・ 

2日間 楽しい山行でした。ありがとうございました。         
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■ 源次郎沢(表丹沢・水無川)／沢登り■ 

記：西島 淑実 

 

・日    程：令和元年 6月 2 日（日） 

・メンバー：L沼田 真澄、石川 浩道、森 律子、西島 淑実 

・コ ー ス：草加駅 5：20 出発→海老名 SAにて朝食→8：00 戸沢キャンプ場駐車場→ 

8：40 源次郎沢入渓→10：20F5 手前二俣→12：00F9→13：00花立山荘→昼食 13：

30→大倉尾根〜天神尾根を下山 14：40 駐車場→湯花楽で入浴と夕食→帰路へ 

今シーズンから沢登りデビューして今回が 3 回目。初心者ですが、参加したい旨を沼田さ

んにご相談させて頂き、ジムトレ等を経て行かせていただくことになりました。 

事前に遡行図のコピーを頂き予習をしたつもりでしたが、往路の SA での朝食の際に読図ク

イズがあり、答えられない記号等が出てきたりで勉強不足を痛感…。更にはスマホの GPS

頼りで地形図の用意も忘れてしまい、沢登りを行う上での準備不足を反省いたしました。

駐車場で支度を済ませていざ出発。さぁ着いて行くから先頭を行って！との指令に、自信

が無いままソロソロ進んでいたところ、沢登りで確認が必要なポイントや把握すべき状況

など教えて頂き、何とか入渓地点に辿り着きました。F1→F2…と目印が掲げられている滝

をどんどん進み、これ行けるのかな？というような滝も

ロープで確保して頂き、マイナスイオンをいっぱい浴び

て楽しく遡行出来ました。沢登りと言えば焚き火もお楽

しみ！滝登攀でジャージャー水を被って冷えた身体を温

めつつ休憩タイム。その後色んな滝を進み終盤の大きな

F9CSポイントへ。途

中からは水が枯れて、

沢登りと言うより岩

登り。クライミング

技術が全然足りず、

登るのに時間が掛か

ってしまったので、

もっとトレーニングと経験を積まなくてはと実感いた

しました。 

登ってみればあっという間に沢を抜け、塔ノ岳の登山

道を大倉尾根〜天神尾根を経て駐車場へ下山。 

帰りは高速の渋滞情報が出ていたので、立ち寄った温

泉でゆっくり夕食まで頂いてから帰路につきました。 

 

沢登りは自然との一体感を感じられ行けば行くほどハマりますが、反省点も沢山ありまし

たので、しっかりと技術を学び経験を積んで、いつかは泊まりのダイナミックな沢旅に行

ってみたいと思います。沼田リーダーはじめ、ご同行の皆様ありがとうございました。 
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リベンジ谷川岳一ノ倉沢衝立岩中央稜 
6/2                     記：長田 一樹 参加：会員外 1 名 

谷川岳 RW 駐車場 3：55→4:45 一ノ倉沢出合い 5:00→5:30 テールリッジ末端→6:10 中央稜

取り付き 6:25→10:55 9P 目終了点→12:45 衝立尾根退却地点→13:55 9P 目終了点同ルート

懸垂下降 14:00→16:10 中央稜取り付き 16:20→17:10 テールリッジ末端→17:50 一ノ倉沢

出合い→18:50 谷川岳 RW駐車場 

 

何だかこのままだと一生登れなくなりそうだった

ので、しつこくもう一度チャレンジしてきました

(笑)  

 

前回同様、駐車場を 4 時前に出る。ヘッデンは必

要無いくらい明るい、指導センターで登山届を出

し、指導センターに前泊していた相方山岳会の方

にご挨拶して林道へ、除雪も終わり通行止めの鉄

板は除去されている。 

林道歩き小一時間で出合いへ、雪はかなり減って

いて出合い付近にはほぼ雪が無い、この前は出て

いなかったベンチにて朝食を摂ってトイレ済ませ

る、トイレ前にはテントが 3 張り既に入っている

みたい、アイゼン着けて雪渓に入る、この前より

締まっているし歩きやすい、程なくテールリッジ

末端に到着。アイゼン外して登って中央稜取り付きへ到着 

何パーティーか入っているのが下からも確認できたが、取り付きに着くと誰も居ない！！

準備している時に先程挨拶した

相方山岳会のパーティーが到着

する、変形チムニーを登るとの

事で少しお喋りしていると同じ

山岳会の別パーティーが中央稜

に入っているとの事、お見送り

して我々もスタート！ 

グレードは体感です。 
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1P：相方リード前回も登っているのでサ

クサク進む上部で少し脆いが、未だ高度

感も無くアップには最適 Ⅳ－ 

2P：自分リード左に回り込んでからルン

ゼ状を登る暗くてジメッとした感じⅢ－

くらい 

3P：相方リード スタート直後のトラバ

ースが怖い、高度感も出てきているので

緊張感マシマシ、トラバース後のフェー

スを間違い、脆い右側を登ってしまって

いたのでフォローでカムを回収する時や

ロープで落石しないかヒヤヒヤだった。

Ⅳ 

4P：自分リード 前が詰まっているのと

核心のチムニーが見やすいから核心手前

で一度切って、相方に登って来てもらい

再スタート。前のパーティーはチムニー

に行かず左のフェースを登ったようだ。

取り敢えずチムニーに入ってみると、思ったより距離も無いしハングしたチムニーという

よりは右壁が被った幅広チムニー？ホールドは割とあるので足で張って、キョンして左壁

移って終了 Ⅴ－ 

5P：相方リード フェース特に印象無し、終了点がチムニー状(笑)Ⅲ＋ 

6P：自分リード クラックもあるので誘われるがクラックに沿って行くと嵌まるので適当

な所で左へ Ⅳ－ 前のパーティーが相方山

岳会の方々だと判明(笑) 

7P：相方リード 特に印象なし 屈曲してい

るのと声が通らない Ⅲ 

8P：自分リード岩稜帯歩きのハード版  

9P：相方リード岩稜帯歩きのハード版  

 

終了点にて、あとから来たパーティーの方達

と話したり、前のパーティーの相方山岳会の

方と話しながら、北陵下降点に行こうとして

間違って衝立尾根に入ってしまいました(汗) 

本来は 9P 終了点から右手方向に行かないと

行けないのに右手側に後続パーティーが居て

判らなかったので、左手側の踏み跡を辿って

しまったのが間違いでした。 
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すぐにフィックスロープが現れる？なんか変

だなと思いつつも、正常バイアスが働いてい

るのかそのまま進んでしまう…衝立の頭とい

うくらいだから尖った所まで行かないと変な

思い込みで行くが、完全に歩きの世界ではな

くⅣ＋くらいのクライミングになる、此処ま

で来たらと思い切って乗り越した先には、烏

帽子岩の末端と思われる光景が広がっていた

(笑) 

完全に間違ったとハッキリしたので、戻る事

にして食料と水分補給してから、ステ縄出し

て懸垂下降の支点を探すと、藪の中に旧いス

テ縄が有りました。補強して伸ばして支点作

成する。回収で引っかかると面倒なので、シ

ングルで細かく切って降りる事にして下降開

始。 

途中、立ち木に 120cm スリングで一箇所、もう一箇所は残置スリングが危ないのとハーケ

ンが飛んでいたので 120cm スリングと BDナイフブレードで補強して下降しました。 

 

9P 目の終了点に戻るとハッキリと反対側に北陵への踏み跡がある(笑) 

10 本爪アイゼンも持って

来ていて、北陵下降も目的

の一つだったのだが、この

時点で既に萎えていて同ル

ート下降へと切り替えまし

た。面倒だから細く切りた

くないとダブルで降りるが

9P 目はシングルで十分、そ

の次もダブルで降りるが微

妙に屈曲しているのと岩が

出っ張っていて回収で引っ

かかり二度登り返す(汗)こ

こは同ルート下降ならシン

グルで刻んで最後だけダブ

ルで懸垂下降が一番です。 

 

取り付きに戻って、少し休憩して下降再開、テールリッジはロープ出さないで下降して雪

渓も折角持ってきた 10 本爪アイゼン履かずに下降して 18:00 ちょい前に出合いに到着。出

合いでテント張っていた方に「おかえりなさい。」と声かけてもらったので「ただいま。」

と答え、お礼を言って駐車場へ戻る。毎回帰りが長く感じると思いつつ、疲れた身体引き
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摺って到着。明るいうちに何とか戻れました(笑)鈴森の湯でお風呂入って赤城高原 SA でご

飯食べて戻りました。 

中央稜は全体的に

脆く、また浮石も

溜まっています。

取り付きは賑わっ

ているのと烏帽子

奥壁への通路にも

なっているので落

石は厳禁です。 

 

ルート間違ったの

もあり、もう一つ

の目標であった。

北陵の下降ができ

ず、それでも 15

時間行動(汗) 

それにしても長か

ったぁ 

久々に疲労度マッ

クスの山行でした

(笑) 
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九重連山・祖母山 
                                                        記：榊原  奈歩 

山行日：➀2019/6/8（九重連山）、➁2019/6/9（祖母山） 

メンバー：榊原（L）1 名 

コースタイム：➀9H、➁4H 

➀長者原駐車場出発 6:00-雨ヶ池越 7:15-坊がつる 8:00-段原分岐 9:05-平治 9:40-段原分

岐 10:20-北大船 11:10-大戸超 11:20-大船 11:35-大戸超 12:05-坊がツル 13:05-法下院温泉

山荘 13:25-分岐 14:00-長者原 15:30 

 

昨年の 8月の終わりの出張ついでに九州に行ったのならば！と福岡の英彦山に暑い中、死

にそうになりながら上がりました。 

山頂から九重連山が見れ、季節の良い時期を狙っていきたいな！と密かに計画していたこ

との実行です。 

ミヤマキリシマはヤマツツジの変性種、火山帯に生息をしています。関東では見ることが

できません。標高が上がってくると少しずつ増えはじめ、樹林帯を抜けるとミヤマキリシ

マの群生地になります。 

本当は坊がツルにテントで 1 泊して 360℃山に囲まれて幸せ！を堪能したかったのです

が、・・・梅雨で天気が読めず台風のような低気圧と重なり日帰りに変更となりました。

登山ルートも 2 ルート考え、完全にお天気に振り回された感じですが・・おかげで？小國

の蕎麦が食べれたのと黒川温泉でお風呂に入れたので良しとしようと自分を慰めます。 

直前でお天気が持ちそうとのことで、9 時間歩行の長者原ルートにいくことに。登山道は

粘土質の土に水が加わり、非常に滑り歩きにくいです。 

お天気は霧雨でしたが、沢山の方々が九重に来ていました。 

平治のミヤマキリシマは終わり掛けでしたが、北大船、大船は見ごろ、山がピンクになり、

ピンクの登山道が心を楽しませてくれます。また、他の登山客の方から牧ノ戸から中岳も

見頃であったことをお聞し、ぐるりーと周遊するルートで季節を変えまた再訪したいと思

う場所でした。 

他の登山客の方に色々声をかけていただき、九州の方の暖かさを感じながらの山行でした。 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

モクモクと噴煙をあげる九重連山 

  



 21 

   

ようやく晴れてきた。 

 

山の至る所がピンクになります 
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➁北谷登山口 07:25-国見峠 8:35-9 合目避難小屋 9:20-山頂 9:40-風穴 10:40-北谷登山口

11:30 

翌日（6/9）は祖母山に。6/1 から工事のため一の鳥居までしかいけないと HP に出ていま

したが、7/1 から工事期間がかわったため車で細い道を突き進み駐車場へ。対向が来なく

て本当によかった・・・。 

10 台強程度しか停められないこじんまりした場所でしたが、停車中の車はレンタカー率高

し。 

来ている方は、私と同じように前日九重に入り、翌日祖母という方々が多数でした。 

カッコウがなく静かな杉林をひたすら歩きます。100 名山ですが九重のような華やかさで

なく、どちらかというと地味です。静かな森林浴を楽しみます。横には水量豊富な沢が流

れており水の音が。祖母には沢ルートもあります。雨で登山道はやや荒れ気味ですが、昨

日の九重に比べ良いほうです。ミヤマキリシマが少々咲く頂上をサクッといただき、下山

は風穴ルートでおります。こちらはロープや梯子を使う少し急登ルートですが、梯子好き

の私にはもっと沢山あってもいいくらい。 

サクサク下山し、温泉に入って空港に！来年も、九州の他の山に行きたいです。 

 

地味ですねー。山頂です！        水量豊富な沢、ここを登るルートもあります。 
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～～～小 笠 原 探 訪～～～ 

                         記：鎌形 瑞枝・参加者全員 

日時：2019 年 6 月 7 日～12日 

メンバー:L.鎌形、石井(文)、森(花)、小林、山﨑(正)、小野寺、兼堀(善)、和田 

6/7   8:56  草加―秋葉原―浜松町―11:00竹芝桟橋 

6/8  11:00  父島―島内観光―ナイトハイク 

6/9   8:30 父島 ハートロックハイキング 17:00 

6/10  7:30 母島 小剣先山ハイキング、石次郎海岸 16:00 父島 

6/11  8:30 南島上陸半日ツアー 12:30―15:00 父島 

6/12 15:00 竹芝桟―草加 

 

6/7   小笠原諸島往きの船の中                 記：石井 文子 

６月 7 日（金)午前 11 時小笠原丸は竹芝桟橋を定刻どおり出港しました。 

6階のデッキからマスコットのおがじろう君に行ってきますと手をふりました。 

私達の寝室は、４階、２等寝台（エコノミーベッド上下２段）でした。 

持ってきたおにぎりやパンを３階のミニサロンで食べ、ひととおり船の中を探検して、ベ

ットで休んでいたら午後３時から小笠原諸島の説明がレストランでありました。 

人が住んでいるのは、父島と母島だけです。 

父島について 

 父島住人 ２１６２人  

 父島の平均気温は 28℃で過ごしや

すい。 

 海亀の産卵の時期 5 月～8 月窪み付

近には近づかない。 

 イルカ、マッコウクジラがみられる

かもしれません。 

 野生になってしまったヤギが多くみ

られます。 

 唐辛子と塩は、父島で作っています。 

母島について 

 母島住人４５８人 

 外来種のプラナリア（ナメクジの一種）がかたつむりをたべてしまうので、 

 スプレーとブラシで靴底の汚れを徹底的に落してから船に乗ること。 

 母島固有種 メグロ（メジロと違い目の周りが黒い） 

外は雨なので、７階の展望デッキで話をしていると、兼堀さんの隣りに座った人（小関さ

ん）が母島の住人ガイドをしている人で、半日なら小剣先山登山と、浜辺の散策が良いで

しょうと、母島での過ごし方を教えてもらいました。 

夕飯をレストランで食べ、ベットでうとうとしたら午前 4時、午前 6 時に朝ご飯、外は、

晴れていて、しかも蒸し暑く日差しが強く肌が痛いです。 
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聟島、弟島、兄島、父島が見えてきました。午前 1１時父島到着、父島のたくさんの人が

出迎えていました。 

２４年前の４千トンの船での船酔いの時と違い、船が一万トンになったせいか私には快適

な往きの船旅でした。 

 

6/8   父島島内観光                      記：森 花江 

 東京から 24 時間、父島に到着。島寿

司の昼食後、半日ツアーに。三日月山

展望台より西側の海を見る。右に西島、

左に南島、後方に母島が見える。どこ

までも続く大海原は圧巻。長崎展望台

辺りに父島が海底火山の隆起によりで

きた島の証、枕状溶岩を観察。絶壁に

ヤギさん、海にはカメ、農業センター

には固有種、希少種、亜熱帯植物の研

究施設、どれも大振りで立派に育って

いる。盛りだくさんのツアーでした。                                   

 

6/8   父島ナイト                     記：小林 いつ子 

日中の島内観光に続き、ナイトツア

ーに出かけた。 

お目当てはフルーツバット（小笠原オ

オコウモリ）・緑色に光るキノコ（グ

リーンぺぺ） 

夜の浜辺にオカヤドカリ等々、暗いの

で何やらミステリアスである。 

藪の中にグリーンぺぺが最初に見つか

った。 

夜空の UFO が列を組んで飛んでい↑ 

天文台パラボラ VERA（電波望遠鏡） 

るように見えた。暗闇の中に白緑色が際立っている。他のツアー客も来ているようだ。オ

オコウモリが見つからないので、ガイドさんが国立天文台（小原観測局）に案内してくれ

た。今、世界でも大活躍している天文台だ。    

  それが、遠隔装置で左右上下にパラボラは動かされていた。壮観の一言！！ 

自分のカメラさえ自由に扱えないので、きれいに撮影できないのがもどかしい！という事

で生き物は撮影できなかった。 
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その後、やっと出てきてくれたオオコウモリの可愛らしさに癒され、長～い一日が終わっ

た。ガイドさんのサービス精神には脱帽。目いっぱい感謝します。ありがとう。 

 

6/9   ハートロック(千尋岩＝ちひろいわ)コース ハイキング    記：山﨑 正夫 

 いよいよ、今回の探訪旅行のメインイベント、ハートロック(千尋岩)コース ハイキン

グへ出発！  

  8:30 に宿泊先まで、ネイチャーガイドが車で迎えに来る。途中、近くのホテルで青年 1

人を拾い、合計９名となる。南に向かい、9:10小港園地の駐車場で車を降り、５分歩いて、

森林生態系保護地域の入り口で、靴底をきれいにして、ハイキングの始まりだ。ネイチャ

ーガイドは我々が埼玉・草加から来たと知ると、自分は小笠原が好きで、３５年前に埼玉

県川島町から移住してきた島田克己で、今、観光協会のガイド副部長をしていると言う。

八ツ瀬川沿いにゆっくり歩く。 9:55  大きなリュウゼツランが迎えてくれる。ヤドリギや

シダ類がそこら中にあり、また、グリーンアノールを捕獲する箱罠等々、島田ガイドが丁

寧に説明してくれる。歩きながら、皆に聞こえる声で説明する、中々出来るものではない。

有り難いことです。因みにガイド料は一人当たり 9,000 円とのこと。本日は９名なので、

計 81,000 円也。観光客は３泊６日の船客のみ。実質１週間に３日の客を相手にガイドする

仕事。船客の居ない日は野生山羊の狩猟のアルバイトをしているとのこと。10:33 蕨が一

面に生えている斜面にでる。現在でも、島民が採集に来るとのこと。そういえば、その足

跡の小路 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

が出来ている。そこを過ぎると、岩に

掘られた地下壕があらわれる。我々が

歩いている道も、元は軍道とのこと。

今は真ん中に大きな木が生えたりして

いる。その証に、11:45  レーダー台座

の跡も残っているのを見る。途中、ム

ニんヒメツバキ、タコノキ、オガサワ

ラビロウ、マルハチ、ガジュマル等の
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植物について熱心な説明を聞く。  

 12:25 そうこうする内に、樹林帯を抜け、漸く、行く手に目的地の高みが見えてくる。 

 12:30  目的地のハートロック(千尋岩)の上に達する。着いたときは霧の中、先着者が諦

めて帰るころ、徐々に晴れてきて、展望は効くようになる。昼食を摂り、写真を撮る。 

  13:30 展望を楽しみ、出発。帰りは一部来た道とは違う所を迂回し、そこで、軍用車の

残骸を見る。一つは日産車。更に別の場所にはトヨタ車。それぞれ、社名板が見て取れる。

タイヤやエンジン、フレームの残骸がある。別なところには、旧帝国陸軍の星印が鮮やか

な青色に残る磁器(裏面の印から名古屋製陶所の製品と教えてもらいました)の食器が残っ

ていて驚く。会員の話によると、磁

器の食器は上級兵の物で、下級兵の

食器は金物であったとのこと。戦前、

小笠原諸島に村民 7,000人、そこに

日本軍が 2 万人が駐留、食糧補給が

ままならないことは歴史が教えてく

れる。先人の大変な苦労が偲ばれる。

ガジュマルが大量に蔓延る森等を見

て、15:48 出発地の森林生態系保護

地域の入り口に戻る。車にて一路宿

泊先まで送っていただき、終了。 

 

 

6/10   母島探索                       記：兼堀 善和 

父島に上陸して３日目、今日は母

島探索の為、７時半出航、２時間か

かる船旅の途中、飛び跳ねるミナミ

バンドーイルカに見送られ、船の周

りをカツオ鳥が飛び交うさまを眺め、

あっという間に母島上陸、半日しか

時間ない為港近くの小剣先山（１１

２ｍ）に登る事に、途中、アカガシ

ラカラスバトに出会い、岩場を登っ

て行ったが晴天で暑い山頂からは集

落が箱庭のように見渡せ、向島・平

島など展望が最高でした。 

下山して石次郎海岸に涼みに行った、ここは狭い砂浜ビーチで昼食をとってのんびり、亀

が産卵の為登ってきた形跡もあった。 

 少し時間あったので小笠原村郷土資料館に立ち寄って船着き場に向かう、一日時間あれ

ば島の北側も散策したかったが残念、今日は雨に降られる事を覚悟してきたが一日晴天で

ラッキーでした。                           
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6/11    南島上陸半日ツアー              記：小野寺 英子 

 朝から雨の中、初めてのウエットスーツを着てシュノーケルと足ヒレを持って船に乗り

込む。雨とうねりも高い。すぐにイルカが現れた！ 

船上でライフジャケットとシュノーケルとヒレを付けて呼吸の仕方を口頭で言われ、船長

の飛び込んだら左に…と、何が何だか分からないままにジャボン！ 

インストラクターのおねえさんに引っ張られて小さな浮き輪にやっと摑まった。  

 それ以上の動きは全く出来ず、船長の戻れ！の声で船に乗り込むが中々上がれず、おね

えさんにお尻を押して貰ってやっと落ち着いた。その間数分…か？後は二度と海に入らず

に終わった。慣れた若い人はその後もイルカと戯れたり、大きなマンタが現れて泳いだり

と楽しそうだった。船上では観光だけの人達も居た。船酔いしてる人も居てかわいそう。

南島の近くで沢山のイルカが楽しそ

うに船の右に左に…とジャンプして

私達を楽しませてくれた。 

 いよいよ上陸だ。船のバランスを

考えて左右に人数を分けて、わずか

な岩と岩の間を擦り抜けて鮫池に入

った。船長の合図で岩場に飛び移る。

ガイドさんに付いて岩場を歩き、パ

ッと開けた素晴らしい景色が扇池と

言う場所で白い砂浜にウミガメの足

跡、丸いカタツムリの殻が沢山落ち

てる。雨の中でも海の色やこの景色は格別！！ 

大きなウミガメが帰りそびれたのか岩の方に…方向を失ってるような感じだ。  

船に戻りお天気なら先日登ったハートロックも綺麗に見えた…のに。残念！  

途中、小さな食パンを渡された。凄い数の魚が船に集まって来てた。  

後はひたすら父島を目指して帰った。小雨の中を民宿に戻りシャワーを浴びて帰りの小笠

原丸に向かう。 

 

6/12   帰路の船旅                       記：和田 勇 

 7～11まで 5日間は早いですね。帰りの小笠原丸乗船し、船内の寝室となる二段ベッド 

での、参加者全員の乾杯ビールを美味しく飲めました。12日ラウンジでの一杯の生ビール 

を飲みながら時間を過ごすのが早いものですね。楽しく過ごさせて頂きました。伊豆半島、 

房総半島よく見え、楽しい船旅が出来ました。有り難う御座いました。          

 

リーダーから一言  

手元にあった小笠原のパンフレットは 2005 年の物で、その頃から温めてきた企画がや

っと実現した。天気予報は曇り雨と梅雨真っ只中。終わってみれば、3 日間ハイキング、

ナイトハイク等雨知らず。小笠原蝙蝠に出会え、見事なグリーンペペも見えた。南島にも

上陸出来、叶わなかった人の話を聞くと、今年の運を使い切った感じ。心配した船酔いも

なく快適な 24 時間の船旅でした。皆様のご協力に感謝、感謝です。     鎌形 瑞枝 
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巻機山（上信越） 

                          記：山崎 寧子 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

日  時： 6月 10 日から 11 日 

天  気： 1日目＝雨、２日目＝曇 

メンバー： 山崎寧子（ソロ） 

行  程：  

１日目 草加→桜坂第三駐車場→9：００登山口→１１：３０避難小屋 

2日目 ６：００避難小屋→６：４０山頂→７：１０避難小屋→１１：３０登山口 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

（感想） 

20190610 巻機山 

雨でベチャベチャの登山道。久しぶりの雨登山、さぶい〜。 

9合目を過ぎると、こじんまりとした避難小屋〜鉄の扉を開けると、12畳位の清潔な板の

間が、 

 

『まあ、ゆっくりしていきなさいなぁ〜』と、明り取りの窓が輝かせながら迎えてくれた。 

貸し切りの小屋でゆっくりとガスをつけて、晩ごはん。明日は晴れるといいな。 

 

朝日と残雪の光が混ざりあった白い光が、今日も曇りを教えてくれる。 

あ〜、今日も天気悪いか〜。それでも、巻機山の稜線は美しかった。 

スマホ電池切れ。写真取れず。記憶に留めた風景は、忘れられない美しさだった。 

久しぶりの雨山行に、学ぶこともたくさん。 

４時間で登れる大自然と美しい稜線に、大満足の登山になった。  
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軍刀利沢                      記:殿塚  洋一 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

山行日:２０１９年６月１６日(日) 

参加者:L 沼田真澄、長田一樹、松浦剛、森律子、村上綾、石川浩道、榊原奈歩 

西島淑実、殿塚洋一 

山行実績:矢沢駐車場出発:7 時 20 分/ 軍刀利沢入渓:8 時 10分/生藤山到着:13 時 30分/ 

駐車場帰着:15時 30 分 

コースタイム:8 時間 3 分 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

東京都檜原村の軍刀利沢に行ってきました。 

軍刀利沢は矢沢の枝沢で南側の生藤山に突き上げる沢です。 

矢沢沿いの林道に駐車して 40 分程歩いた地点が軍刀利沢との出会いでここから入渓。 

小さな滝を 2 つ程登り 5m の滝へたどり着く。滝から落ちる水は、前日の大雨により水量が

増して迫力がある。ここはリーダーの確保により水をかぶりながらも無事にクリアー。久

しぶりの沢登りということで新調した沢靴はフエルトが良く岩を捉えてくれて良い感じで

登れた。木々の陰で遡行路には日光が当たらないのに加えて、シャワークライミングの水

しぶきにより寒さを覚え途中から雨具を着ての遡行になる。その後の滝は登ったり高巻を

したりの繰り返しにより生藤山の山頂に到達。生藤山からの下山は首都圏自然歩道から逸

れた植林用の山道を 1 時間程歩き車へ戻った。 

今後も体力と相談しながら続けていきたいと思います。 

～ 大滝の 遡行者こばむ 水しぶき ～ 

 

 

 



 30 

函館 / 恵山(618m)と大沼駒ヶ岳(1131m) 

                           記:浅井 祐子・参加者 

L.浅井ゆ、杉山、澁谷、下川、山﨑正、兼堀善 

6.20.(木) 羽田 7:15 ++ 函館 8:35 = 登山口 10:20 – 恵山 11:45/12:05 – 登山口 13:20 

6.21.(金) ホテル 7:00 = 登山口 8:00 - 駒ヶ岳馬の背 9:10/9:40 – 登山口 10:40 

6/22.(土) 観光 = 函館 19:35 ++ 羽田 21:05 (＠￥38,000：往復航空券+2 泊+レンタカ-) 

  

 

山は動かない。山は生きている。山は数十年前登った時よりかなり変化していた。                     

                                  (下川賀也) 

今回の函館の恵山、駒ヶ岳は前々から計画したいと思っていたので、祐子さんの計画発

表に早速参加表明。恵山は登山口から少し歩くだけでかなりの火山の山容を味わうことが

でき、さらに山頂に着く頃には雲もとれ景色を堪能できた。 

 駒ヶ岳は登りはじめは霧の中で先行きが危ぶまれたが、登山可能の馬の背では溶岩でき

りたった剣が峰がはっきり見えて感激した。 

 最終日の観光では名所をゆったり廻ることができ函館市民が歴史的建物群を大切にして

いることが理解できた。リ-ダ-の祐子さん、計画と運転、そして同行の皆様、ありがとう

ございました。                           （山崎正夫） 

   
   <恵山への山頂へ> 

 

恵山の素晴らしさは大岩と噴気。思っていたより何とも荒々しい山だった。 

駒ヶ岳は登り初めの霧の中、熊が居ないか気をつかいながら登っていき、途中から見晴ら

しが良くなり馬の背に着く頃には山頂までくっきり。素晴らしい山でした。 (兼堀 善和) 

  

<恵山> 心配していたお天気に恵まれたことがまずは良かった。大沼駒ケ岳登山をメインに

していたので、思いがけず素敵な山で嬉しかった。火山の低い山だったが、噴煙を見なが

ら登るが、岩石が面白い形をしていて飽きなかった。すそ野にはお地蔵様が所々に置いて

あり地獄の様な山に対して極楽の様だった。雲の切れ間から海も見え美しかった。 

<大沼駒ケ岳> 登山口まで車で。霧がたち込め熊が今にも出てきそう。決心して鈴を鳴らし

ながら出発。歩きにくい広い道を黙々と登った。八合目位から雲間に山頂が見える。そし
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て馬の背に着いた時にはギザギザの頂上がはっきり見えた。霧で諦めていたのに嬉しくな

り写真を撮る。 

 下山後の大沼公園では、6 人でスワンのボートに乗り子どもにかえって楽しんだ。美味

しい蟹や海鮮も食べることができ、素敵な思い出がまた 1 つ増えた。ありがとう。 

                                 (杉山 清美) 

 

函館の山。恵山、駒ヶ岳、天候に恵まれ無事に登ることが出来ました。夕食は居酒屋や

大門横丁の屋台で地元の魚介類を楽しみ美味しかったです。 又、運転して頂いた祐子さん 

ありがとうございました。どれも大満足でした。           (澁谷久美子) 

  

「キャ～ラメルひろたら箱だけ～ 」(は～るばる来たぜ函館～ のメロディで歌ってみ

て.....) と誰かがひやかしていましたが、函館は実に魅力的な街でした。  

函館に嫁いだ 40 年来の友人との再会も果たす旅。脚が今一不調なので、軽めの山と北

の海鮮がお楽しみの山旅を計画しました。 

 低山ながらも荒々しい「恵山」に期待以上の感動がありました。噴気の佇まいもあり下

北半島の恐山と並ぶ霊場だとか。山頂からは海の上に広がる雲海も望めてさらに感激しき

り!! 

 「駒ヶ岳」はまさしく優駿を彷彿とさせるやはり美しい山だが、こちらも火山ゆえ山頂

への進入は禁じられている為、馬の背までの登頂となる。 

 最終日は昼前から雨となったが、山行が無事遂行できてほっとしています。  

心許せる仲間との山旅は本当に楽しいものです。ありがとうございました。 (浅井 祐子) 

   

  

 <駒ヶ岳/馬の背> 
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尾瀬バスハイクの下見
記：浅井 昭光

・日 時 令和元年 6 月 29 日（土）～30 日（日）

・場 所 尾瀬-アヤメ平コース、原コース---見晴テント泊（3～4 人用、3～5 人用）

・参加者 L 浅井昭光、畑野順二、四宮慎太郎、浅倉直人、土屋玲子、青木麻子

一ノ宮恵美

・コースタイム 車＝浅倉直人（7 人乗車）

・ 6/29 日（獨協大学駅西口 5：40発）---外環---関越道------赤城高原 P(7：10～7：35)----

戸倉 P（8：40～55）---鳩待峠（9：20～9：45）----アヤメ平コース---中原山（11：40）

富士見峠（12：10～30）---八木沢道---見晴テント場（14：50）

・ 6/30 日（5：00 起床～7：25）---尾瀬原コース---山の鼻（9：00～15）---

鳩待峠（10：50～11：05）----戸倉Ｐ（11：30）-------獨協大学駅西口（16：10）」

天気予報によると尾瀬では雨が降っているかと思っていたが、アヤメ平コースに入っても

雨はなく霧が掛かったり、薄日が差したりでみんな楽しむ事が出来ました。

やはり、「尾瀬はいいな～！」と実感しました。花も何種類かが咲いていて和ませてくれた。

八木沢道は、はじめはガレているところが多いが後半は歩きやすい。しかし、少し長い気が

した。見晴らしに着くとすぐにテントを張り、弥四郎小屋の外で生ビールで乾杯！「うまか

あ～」疲れが吹っ飛んだ。と思っているうちに、雨が降り出してきた。夕食の支度をするた

めに休憩所の方に移った。炊事ができ洗い場もあり一番良いのは雨がしのげた。

この雨は、明日の昼まで降り続くことになる。翌朝、雨の中テントを撤収して出発する。

かなり強い雨降り、鳩待峠の登りでは、道が洪水になっていた。みんなびいしょびしょに濡

れながらも峠に着き風呂に入って暖をとり、食事をして帰途に着いた。

今回の山行は、雨の中の強行山行にしてしまった。これも又勉強になるでしょう。

大変、皆さんお疲れ様でした。
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   三ﾂ峠山（開運山）1,785ｍとアツモリソウ  記：石井  文子 

                                                                 

山 行 日：2019／６／29（土） 天気：曇 

メンバー：L,石井文子、浅井裕子、尾崎綾子、 

      畑野仁美     

コースタイム：獨協大学駅 5:45＝河口湖インタ

ー8:20＝＝三つ峠登山口 8:40～50－－山頂（開

運山）10:50～11:15－－御巣鷹山 11:20－－木

無山 11:50～12:00－－三つ峠登山口 13:40＝＝

いずみの湯 14:40～15:15＝＝河口湖インター

＝＝草加 18:30 

  

畑野仁美さんのリハビリを兼ねて、三つ峠山に咲いてい

る「アツモリソウ」に会いに行ってきました。毎日天気

予報に一喜一憂しながら、雨でも行くと決めていました。 

 ５：４５出発、中央高速から約３時間で登山口に着き、

天気は高曇りで雨は降っていないし道路も濡れていなく

登山決行です。 

 駐車場に車は一台だけ、梅雨の時期は登山者が少ない

です。８：５０出発し蒸し暑いのでゆっくりと歩き稜線にでて山頂を探しましたが曇って

いてみえなく、巻き道を１０：５０山頂到着、曇っているため富士山も見えません。山頂

には私達だけでした。御巣鷹山へ向かう途中に鉄柵で囲われた中に「アツモリソウ」があ

るはず 3年ぶりの対面です。柵がいくつかあり 3番目の柵に 4 輪咲いていました。木無山

にもあるはずだからと行ってみるとやはり柵の中で 2 輪咲いていました。祐子さん、あや

子さん、仁美さんは、初めて柵の中に花があるのに驚きながらも感激してくれてました。

ドウダンつつじ、カモメラン、アヤメ、ウツギ、ズミ、アマドコロなどの花も咲いていま

した。 

 いずみの湯へ向かうのに車で走っていたら小鹿が道路にいて驚きました。西湖にあるい

ずみの湯で汗を流し、草加のおいしいパスタ屋で打ち上げをしました。 

梅雨の時期に参加してくだ

さった祐子さん、あや子さ

ん、仁美さんありがとうご

ざいました。 
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      白駒池・丸山 

         （丸山・2329m） 

                                                            記：畑野 仁美 

◆山行日：令和元年 7 月 6 日 

◆山行者：L 畑野仁美・畑野順二・松田 武・石井文子・浅井祐子   5 名 

◆コース：麦草峠（8：30）～白駒池・青苔荘（9：26）～白駒荘（10：15）～高見石小屋

（11：00）～丸山（12：00）～麦草峠（13：30） 

 

リハビリ山行第 2 弾、今回も天気があやふやな中行ってきました。 

メルヘン街道は霧で何も見えない、麦草峠に着くと駐車場は沢山の車が止まっていまし 

た。今日も雨は降っていない＼(^o^)／  準備してヒュッテ前から出発です。 

 

白駒池の入り口まで黒曜の森という開けた木道を花を探しながらゆっくりと歩く、イワカ 

ガミ・コケモモなどコメツガの新芽がきれい、先に小さな松ぼっく 

りのようなのが付いているのもあってちょっと不思議？ 

白駒池の森に入ると一面の苔、梅雨空でしっとりしている 

青苔荘の池のほとりで休憩、いつもここでサラサドウダンを見るの

が楽しみ、大好きな花です。 

倒木の根っこにも苔がびっしり、いつごろ倒れたのかなあ？ 

池をほぼ一周白駒荘の横からちょっと急な石ゴロゴロの道を高見石

小屋まで登る、帰りは今日の最高峰丸山へ白駒池もすでに 2115mで

すからね！ 

下りも石ゴロゴロの急な道を転ばないよう慎重に歩く、苔の間にオ

サバグサがツンツン出ていて可愛いです。 

 

沢山の苔や小さいキノコがありましたが調べて

も名前がよく分かりませんでした、今度は苔の

本を買ってみようかな？ 

 

      

 

   

今回ものんびり歩いていいリハビリになりま

した。北八ヶ岳は山頂を目指さなくても色ん

なコースで森を散策できるのでいいですね、

秋も冬も一年中楽しめて大好き！！ 
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県岳連 読図、アクシデント対応講習・研修会 
                          記：岸野  康恵 

日 程：7 月 6日、７日 

    1 日目 ９：３０～２１：００ 

    2 日目 ７：００～１０：００ 

 

参加者：L 石川浩道、岸野康恵 

場 所：机上講習 東吾野 虎秀アルパイン入門道場 

    フィールド 東吾野周辺の山 

内容①地図読み 昼間の読図及び夜間読図による現在地特定 

  ②ビバーク体験 

  ③負傷及び搬送体験 

 当日受付をすると、なんと生徒は 4 人。そして講師は 3人。

2 日間を通して和やかな雰囲気の講習会でした。少人数だったので質問もしやすく、講師

の方にはとてもわかりやすく教えていただきました。雨の心配がある中、屋根のある道場

で地図の読み方、ビバークや負傷時の応急手当、搬送の仕方を学ぶ。その後は夜ご飯を食

べて、いよいよナイトウォーキングへ！雨の中ヘッデンを付け、地図を見ながら現在地を

考え、それぞれ書き込んでいく。そして下山した後は楽しい宴会！場所を提供してくれて

いる大野さんも参加し、マムシ酒やシカの燻製をご馳走になる。飲んで語って、寝袋で就

寝。 

 翌朝、ご飯を食べてモーニングウォーキングで昨日の答え合わせをする。残念ながらこ

の日も雨で早めの下山となり、講習会は終了。2 日間を通して貴重なお話をたくさん聞け

て、とても有意義な時間となりました。 
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冠着山 坊抱岩でクライミング 
記：岸野 康恵 

日程：７月 13 日 

参加者：L 沼田、岸野、会員外 2 名 

場所：坊城平駐車場から徒歩 20 分 

 

沢登りを予定していたが、天気が不安定なため外岩でのクライミングに予定を変更。場所

は長野県の雨が降っても濡れない岩と噂の坊抱岩に決定！この岩場は冠着山にあり、別名

姥捨山（うばすてやま）。あの有名な「うばすてやま」伝説の舞台。  

私にとってはこれが本格的な外岩デビュー。先輩たちは難しいルートをリードで登ってい

ましたが、私はもちろん安全なトップロープで。それでも怖いのです。だけど楽しい。 

登った主なルート 

・湯の街旅情 5.7      

・あやつり人形 5.10a 

・ウォームアップラン 5.7   

・メタルフォーゼ 

・シェイクダウン 5.7      

・ミストラルダイク 5.8 

 

 

 

 

 

 

もっとストイックな雰囲気を想像してい

たのですが、意外にもまったりピクニッ

クのような雰囲気で安心する。しかし自

分の番になると緊張！登ってる途中で固

まり下から先輩たちのアドバイスをもら

い、テンションをかけてもらって休みつ

つ上まで登る。それでもなんとか登った

後は達成感がある。いつか先輩たちのよ

うにかっこよく登れるようになるのだろ

うか…。練習せねば！下山後の温泉と宴

会からのスーパー銭湯でお泊まり。これ

がまた楽しい。翌日はもちろん筋肉痛に

なっていたけど、また行きたいなと思う

のでした。 
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        北八ヶ岳・雨池 

                      記：芳野 光夫 

【日 程】2019 年 7 月 15 日 

【天 気】小雨のち曇り 

【ﾒﾝﾊﾞｰ】芳野光夫、鈴木廣、渋谷久美子、出口栄子、平野祥子 

【コース】独協大学前 5:30 出発、麦草峠着 8:50、麦草峠 9:10～雨池 10:45（昼）11:15

発～雨池一周 12:00～麦草峠 14:00～白駒池 14:30 一周 16:00 発  

20:00 草加着 

毎日雨の日が続いて予定していたスケジュールが中止になってばかり。白駒池で有名な

苔の森。雨池の苔の森も良いと聞いて、雨池から雨池峠に登って茶臼山を経て麦草峠に戻

ってくるコースを考えた。前日の大雨と違い小雨模様だったが予定通りに出発した。 

 高速道路は渋滞もなく順調に走る。所々で大雨も降っていたが佐久に入ると雨上がりの

清々しい風景に変わる。上空は雨雲。八ヶ岳に入ると、その雨雲の中。麦草峠に着いた時

は小雨が降っていた。9 時に駐車場を出発、麦草ヒュッテ前のお花畑で青いケシの花が咲

いていた。花を見終えて、茶水池の木道を渡る。

小雨が降り続いていて、木道が滑る。 

10 分も歩くと、素晴らしい苔の森となる。でもそ

の先は笹の原が続いた。登山道は、水たまりが続

き脇に避けながら歩くが、石も滑りそうで緊張の

連続だった。1時間ほど歩いて林道に出た。15 分

程歩いて雨池に行く道に出る。急な道を下って、

雨池に着いた。雨池の岸に下り、景色を眺める。鏡のような水面に映る対岸の緑、でも 10

分位でその風景は二度と見ることが出来なかった。此処で昼食にする。周りの苔は、瑞々

しく輝いていた。シャクナゲの花芽は蕾のままで開いて居ない。今年の山は、低温の為か

何処も花には恵まれない様だ。ガスっていて景色も良く見えないので、雨池峠に登るのを

止め、雨池を一周して帰る事にした。雨池周遊のコースも登山道で装備がシッカリして居

ないと大変だ。何箇所か苔に覆われた処も在ったが、此処に来るまでに何度も見てきた景

色と、特段変わる物でもなかった。45 分で一周して来た道を戻る。今度は登り道、ゆっく

り苔を見ながら歩く。何箇所か苔の美しい所で休む。雨も止み行きの時ほど、歩き難さは

無かった。二時に麦草峠に着いた。帰りに白駒池に行く。大勢の観光客が来ていた。苔の

森も手が入っていて管理されている様だった。 

 4 時に白駒池の駐車場を出発して、草加に 8 時に着いた。 
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野反湖畔周遊＆キャンプと白砂山 

                                                記：矢野  智司 

日時：2019 年 7 月 20日～21 日 

メンバー：Ⅼ山口ひ、鈴木か、山崎や、榊原、宋、村上、一ノ宮、四宮、矢野 

コース：20日 野反湖周回（反時計回り）約 10 ㎞、3 時間 

    21日 野反湖登山口～白砂山往復 約 14.5㎞、9時間 

 

 天気が心配ではあったか、大きく崩れる事は無さそうという予報を信じて野反湖キャン

プからの白砂山へ行ってきました。 

 初日は野反湖を周回、もう少し歩く計画もあったが高速の渋滞と今にも降り出しそうな

空模様を考慮し、周回コースに変更。途中、熊初遭遇！子熊でしたが近くに親がいるかと

思うとちょっと緊張。その後ノゾリキスゲの群生エリアを楽しみ、約 3時間掛けて周回。

その後キャンプ場に戻り榊原コック長の豪華なおつまみ？夕食？とお酒を楽しみました。 

  

    ＜豪華な夕食！＞         ＜ノゾリキスゲの群生＞ 

翌日も朝から微妙な空模様でしたが回復するという予報を信じ出発。湿度が非常に高く

ひどいコンディションと登り返しが多い行程で、脚力以外にも体力・精神力と色々なもの

を消耗していた気がします。みんなで無事登頂・下山出来て良かったです。 

下山後のスイカも良い思い出になりました、皆さんありがとうございました！ 

  

     ＜山頂にて 撮影：山口ひ＞            ＜地図＞ 
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安達太良山 

 

                                          記：青木 麻子 

 

山 行 日：2019.7.21 

メ ン バー：青木 他会員外 

コースタイム： 8：40 ロープウェイ乗り場 ・・・ 山頂駅 9：00 ・・・ 9：40 仙女平 ・・・  

10：50 安達太良山山頂 11：10 ・・・ 11：30 牛の背 ・・・12：00 安達太良山山

頂 ・・・ 13：10 山頂駅 ・・・ 13：20 ロープウェイ降り場 

 

今回、くろがね小屋を目当てに安達太良山を計画しました。7月も半ばを過ぎたという

のにまだまだ梅雨の終わる気配はなく、前日まで雨でした。山行当日もすっきりとは晴れ

ずどんより曇り空。もうひとつの目的の『ほんとの空』は見えそうもありません。 

ロープウエイを降りても霧がかかっていて景色は遠くまで見えないままでしたが、山頂

に向かう階段を登っていきました。雨が止んだばかりの道は予想通りぬかるんでいる箇所

が多くまるで修行のよう。 

そんな山道を登り何とか山頂に着くと、少し霧が晴れてきて辺りを眺める事ができまし

た。けれどすぐにまたガスってきたのでもう下りようかと思いましたが、せっかくなので

牛の背まで行ってみようということになりました。すると再び晴れてきて目の前に沼の平

噴火口が現れました！何という迫力、そこだけ別世界でした。諦めずに歩いてよかった♪ 

結局、お目当てのくろがね小屋泊も本当の空を見る事もできなかったけど、安達太良山

はしっかりと記憶に残る景色を見せてくれました。ありがとう！ 
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初めての尾瀬 中ノ岐沢小淵沢沢登り 

7/21                         長田 一樹  会員外 

大清水駐車場 6:10→7：48 入渓点 8:00→8：5910ｍ滝右側面 9:10→9:3610ｍ滝水流右

9:50→10：51 最後の滝高巻き 11:00→11:25 ツメ→11：56 登山道復帰 12:00→12:20 小淵沢

田代→13:12 長蔵小屋→13:23 尾瀬沼 14:00→15:25 一ノ瀬→16:08 大清水駐車場 

 

今年は、雨ばかりで沢登りにもナカナカ行けない…そう思っていたら週末天気が思ったよ

り崩れなくなったので、慌てて尾瀬の小淵沢田代へツメ上げる沢に行ってきました。 

大清水駐車場はほぼ満杯で観光バスもいる、さすが有名処の登山口と感心しました。 

 

用意して出発、林道をてくてくと一時間半強

歩くと漸く入渓点に着く、思ったよりは気温

上がっているが薄曇りの下、準備して遡行開

始。尾瀬の水は冷たいが我慢出来ないほどで

はない。ナメ滝楽しんで登っていくと最初の

滝に釣り人発見！釜でイワナ釣りたいとの事

だったので高巻きを選択、もう一人上に釣り

人が入っていますとの事。 

高巻いて登っていくが、もう一人の方とはナ

カナカ会えないまま、10ｍ滝へ到着する。観

察すると左より右の方が良さげ、右のテラスに一段上がりロープ出して登りだす、出だし

がちょっとだけ嫌らしいけど上がるとスタンス豊富なので、そのまま左に移動して落口へ、

後続引き上げてロープ畳んで、釣り人はこの滝どうしたんだろうね？と話しつつ登りだす。

恐らく高巻きしたのだろうけど降りるの

はもっと怖そうだ(汗) 
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と考えながら歩いているとチョットとした淵

で釣っている人を発見！あまり大声で声かけ

るのも躊躇われるので近づいてから挨拶する。

ちょっとビックリしていたけど了承を得てか

ら淵の脇を通って通過、暫くすると左登る滝

が出て来る。近くに行って観察すると水流左

で行けそうだけどヌメヌメで嫌な感じ、ロー

プ出して登りだす。中間までは大丈夫、その

先水流側に行けば楽そうだが水量あるしソコ

ソコ寒いから水流を外れるコースを選択、ス

タンスが今一つだが左側の枝に支点取ってか

らヨッコイショで上がる、落口左側に終了点

を作れそうな所は無いので右側で作って後続

を引き上げる。少し水分補給して遡行再開、6

ｍくらいの滝が出てきてコレを最後の直滝と

勘違いしてしまう失態(笑)右側を強引に巻い

てみたは良いが藪こぎ 4 級くらいで苦労す

る？？アレレ？おかしいなと思っていると、相方が沢に復帰する下降路を見つけてくれて

無事に復帰。勘違いしたなと思って滝の落口から下を見てみると行けそう…やっぱり間違

っていました(汗)再び滑床を歩き出し暫く行くと、ありました最後の滝が(笑)しかも巻道

は踏み跡バッチリ！！間違った事を謝ってから高巻きして最後の滝は終了。 

あとは源頭の雰囲気が出てきた沢をツメあげるのだが、トポだと右岸からのガレ沢を詰め

るとある、それだと小淵沢田代に間違って入ってしまう可能性もあるかと心配して、ツメ

の途中から左岸側の登山道へ行こうとしたのですが失敗しました(汗)踏み跡有ったので気

軽に追って行ったら、笹ヤブヤブの世界でした！！背丈くらいの笹薮を 20分ほど漕いで登

山道復帰！ 
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初めての尾瀬に向けて意気揚々

と歩き出すも、イメージと違っ

て普通の登山道で周りも木ばか

りで視界が開けない？？？尾瀬

と云うと広い湿原に木道と云っ

た勝手なイメージがあったので、

若干テンションが下がって拍子

抜けしながら歩いていたら、目

の前がイキナリ開けて小淵沢田

代の湿原地帯に入りました！！

一面に広がる緑の湿原に白いワ

タスゲがチラホラとあり可愛い

です。木道をポクポク歩きながら、こういう沢登りも良いなぁと思っていましたが、尾瀬

沼までの微妙な登りに心を折られかけました。 

ビジターセンターに着いてビックリ！！ココは上高地かと思うくらいの人と立派な建物に

重機まで有り、開発進んでいるなぁとか思ってしまいました。尾瀬沼にはニッコウキスゲ

とワタスゲが咲いていて所々にアザミが点在している状態でした。お花畑の中で、沢装備

は浮いていましたが(汗)ゆっくり昼ごはん食べて夏の尾瀬を満喫できました。一ノ瀬へは

若干の登りがあり、またしても心が折れそうになりますが我慢で下山。一の瀬からバスに

乗ろうとしたが財布忘れて来たので旧道歩いて下山しました(笑) 

 

アプローチとデプローチ

が長いのですが、沢は綺

麗で岩魚も居るので泊ま

りも面白そうです。何よ

り詰め上げたら尾瀬とい

うシチュエーションは小

淵沢ならではです。ただ

尾瀬沼周辺で沢装備は確

実に浮いてしまいますの

で覚悟が必要です(笑) 
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北八ヶ岳 のんびりテント泊 
記：岸野 康恵 

山行日：2019年7月25、26日 

参加者：岸野 

コース：1日目：12：00 麦草峠 → 13：30 雨池 → 15：00 双子池 

    2日目：8：00 双子池 → 10：00 北横岳 → 12：00 縞枯山 →  

    13：00 茶臼山 → 14：00 麦草峠 

今回の目的はドライブをして、山の中でのんび

り過ごすこと。この梅雨の1ヵ月は雨が多くて、

予定していた沢登りが全て中止に。久しぶりに

この連休はお天気が良さそうなので、以前から

行ってみたかった北八ヶ岳に行くことにしまし

た。実は私は去年まではペーパードライバー。

一人で高速道路を運転するのは今回が初めてで

、目的地の麦草峠まで無事にたどり着けるかド

キドキ。途中休憩しながら長閑な道を通り、麦

草峠の駐車場に着いたのはお昼近くになってい

ました。今日歩くコースは双子池までの３時間

ほど。晴れていて気温は高く、苔むした穏やか

な傾斜をゆっくり進みます。双子池に着くとテ

ント場で池を眺めながらのんびりビールタイム

。まったり幸せなひと時。やっぱりテント泊は

いいですね。 

翌日は晴れて気持ちの良い朝。しかし北横岳の

頂上に着いた時にはガスで展望は全く無し。坪

庭は幻想的な雰囲気に包まれていました。その

後天気は回復し、縞枯山を通って見晴らしの良

い展望台へ。ここでのんびりお昼ご飯を食べて

、茶臼山を経て無事下山。 

 

 

 

車でソロの山行は初めてでしたが、帰りに温泉

や道の駅などに寄り道できて、自由度が増した

感じがとても嬉しい。北八ヶ岳の雰囲気も良く

また行きたいと思う山域の一つに仲間入りです

。テント場で一緒になった人との交流や、自然

を満喫できたことなど、楽しいことも多く、充

実の２日間でした。 
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初めての北海道登山（樽前山） 

記：浅倉 直人 

期   日：2019 年 7 月 26 日（木） 

メンバー： Ｌ，山口、新島、榊原、浅倉 

移動：・羽田空港第 2（8:00）－飛行機 ANA053－（9:30）新千歳空港 

・新千歳空港（9：45）－レンタカー手続き－（12:20）樽前岳登山口 

コース：1 時間 10 分 

七合目登山口 12:18〜12:49 東山分岐〜12:55 樽前山東山ピーク 12:56〜13:00 東山分岐〜

13:28 七合目登山口 

  翌日の幌尻岳の足慣らしに登ってきまし

た。天気が良くなかったので、樽前山のピー

クまで行って下山しました。山頂は天気良く

ないせいか、展望ありませんでした。風も強

風で寒かったです。次回は天気がいいときに

行ってみたいです。 

下山後は、苫小牧港で海鮮丼とホッキ貝のカ

レーを食べました。美味しかった。 
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幌尻岳 日本百名山 ９９座目にチャレンジ 
記：山口 裕史 

山行日：2019/7/27-28 

メンバー：山口裕（L）、新島、朝倉、榊原 4 名 

■1 日目：4 時間 15 分 

第 2 ゲート 09:08 - 09:40 奥幌尻橋 登山口 09:41 - 10:59 北海道電力取水施設 - 13:23 幌

尻山荘 

■2 日目：10 時間 54 分（休憩 1 時間 50 分） 

幌尻山荘 04:00 - 05:16 命の水 05:17 - 06:46 大岩 06:47 - 06:51 振内・新冠コース分岐 - 

06:55 幌尻岳 07:13 - 07:18 振内・新冠コース分岐 07:20 - 08:32 命の水 08:47 - 09:36 幌尻

山荘 10:44 - 13:05 北海道電力取水施設 13:07 - 14:24 奥幌尻橋 登山口 14:25 - 14:54 第 2

ゲート 

 

今回は 3 泊 4 日で道央遠征に行きました。目的は日本百名山の幌尻岳に登ることです。 

都内は梅雨明けなのになぜこのタイミ

ングで天気が悪くなるのって嘆きたく

なる天気予報。前日の樽前はガスガスで、

夜には予定していた 4:00 発のシャトル

バスが雨のため欠便の連絡があり、あー

登れないのかと天を仰ぎましたが、当日

8:00 便が出ることになりテンション上

がりました。 

1 日目、初日は雨が抜ける予報でしたが

登山口についてからも雨は止まず、カッ

パに傘と思い思いで出発です。その後も

山荘までチラホラと雨が降り続けでした。沢の水量はやはり多く慎重に渡渉を繰り返しま

す。新島さん、浅倉さんと沢初体験 2名が心配でしたがしっかりとした足取りでロープを

出す必要はなかったです。山荘にはほぼ予定通りに到着。ここまで来たらもう登頂も同然

と、担いできたビールにワインで乾杯。榊原さんが持ってきていた美味しいつまみに舌鼓

して楽しい時間を過ごせました。 

 

2 日目、幌尻岳の頂きを目指す日がピンポイントで晴天。しばらくは樹林帯の急坂で汗が

噴き出ます。この辺は北海道の山というより鬱蒼とした本土の山みたいな雰囲気です。1

時間ほど歩くと展望が開けてきました。命の水を過ぎると稜線に上がり幌尻岳の姿が目の

前に。しばらく歩くとお花畑が広がる。さすが北海道の山、雄大で素晴らしいです。浅倉

さんの歩調も軽やかで随分と早く登頂できました。 
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山頂からは 360度の大展望で私は

日本百名山登頂に王手です。この

嬉しさを分かち合える仲間がい

るのは本当にありがたいですね。 

下山時の沢渡渉は昨日に比べて

水量も落ち着き、晴れていて魚影

も多数見られました。ここにきて

あまり晴れていない北海道で唯

一の晴れで登頂できたのは幸せ。

山の神様に感謝です。 

これで日本百名山９９座登頂。残

り 1座は羊蹄山。さていつ行くか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 花の百名山 夕張岳  
記：榊原 奈歩 

山行日：2019/7/29 

メンバー：山口裕（L）、新島、朝倉、榊原  

コースタイム：7H 

登山口（7:30）－冷水コース分岐－分岐合流地点－憩沢－山頂（12:00）－登山口（15:30） 

-------------------------------------------------------------------------------- 

北海道山行の 3座目となった夕張岳。 

前日の幌尻岳の疲れが残る方もいる中、最終日お天気とお花を期待して頑張っていってき

ました。 

駐車場の近くでエゾシカさんご登場！可愛い後ろ姿を見せてくれ、あっという間に消えて

しまいました。帰りにはタキツネの子供に 3 匹に会え、ようやく北海道らしいものが見れ



 47 

た！ 

夕張ヒュッテで前日の宿泊状況や天気を確認して入山。 

登りだして間もなく早くもガスが出てきて、シャカシャカ 1 枚を羽織って霧雨の中行きま

す。 

熊笹の生い茂る急登を抜けると、比較的ゆるやかな登山道にかわり高山植物が所々に生え

ていますが、生命力の強い熊笹に負け気味。 

さらに進むと木道が出てきて、熊笹も減ります。雨の中ささやかなお花畑が目を楽しませ

てくれます。ただ、昨日の幌尻を見てしまうとやや地味⤵。贅沢いっちゃダメ！と思いつ

つも仕方ないですね。 

夕張岳では、幌尻にはないお花達に会えました。 

紫の葱坊主のお花は初めてご対面、可愛さに感動~。トリカブトの紫の鮮烈さも素敵！ 

途中、雨風が強くなってきたため、引き返してくるかたもいる中進み、とうとう靴が浸水

しました。 

最終日でよかった！と思うばかりです。さらに雨で濡れた木道で転び尾骶骨を強打！これ

でお尻の硬い筋肉がほぐれてくれれば良いのですが。 

山頂は霧で何もみえませんがでしたが北海道の最終日、運動に来たということで！ 

皆様、ありがとうございました。 

 

紫のネギ坊主さんと初ご対面！       真っ白な景色とツルツルの木道 

   
 

 

虫さんも恋の季節           ジャプジャプの山頂、眺望 0でした！ 
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北海道大雪山系 黒岳～高根ヶ原～赤岳縦走(1泊 2日) 

                            記：山崎寧子 

 

 

期  日：  ７月 28 日～29日 

メンバー：  L山崎寧子 会員外１ 

行  程：  1日目 7/28（8ｈ20m 休憩込） 

 層雲峡登山口 6：40---7：00 黒岳登山口---8：25 黒岳石室--- 

 11：00 北海岳---14：00白雲分岐---15：00白雲岳避難小屋泊 

 

 ２日目 7/29（6ｈ休憩込） 

 白雲岳避難小屋 5：30—高根ヶ原（高原散策）---9：30 白雲岳避難小屋 

 10：00---11：30 赤岳---13：30 下山口  

 

感想： 

層雲峡の縦走は今回で 3回目だ。 

今回は、トムラウシ岳を目標に 3 泊 4日の計画を立てた。荷物の重さは水を持たない状態

で、12キロを超えた。出発の朝、２リットルの水をさらに加えて背負ったリュックは、過

去最大の重さとなった。 

歩けるかな？とちょっと不安になったけど、しっかりとフィットさせたりゅっくは、意外

にも重さを感じさせなかった。 

ところが、斜面になるとその重さがきつい。バランスをちょっとくずすと荷物が振られて

倒れそうになってしまう。不安を感じながら出発。 

 

黒岳山頂からの景色は格別だ。。。のはずだった。まったくガスガスで見えない。がっく

しものだった。でも、ここの景色は何度も見ている。 

私が山をはじめるきっかけとなった山頂だ。 

1日目の宿泊先、白雲避難小屋についたとき、連れが「もう、だめ。重くて耐えられない」

と、言い出した。 

体調も悪い。 

トムラウシは諦め、高根ヶ原を散策し、赤岳へおりるコースへ変更することにした。 

重荷を背負っての縦走。 

体調、距離、重さ、天候、様々な要素によって計画は狂う。 

パーティの状態と選んだコースによって、山がつらいものか楽しいものかが変わる。 

今回は、諦めて正解だったかな。 

とりあえず無事下山できてよかった。 
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森吉山・赤水渓谷（秋田県） 
記：松田 武 

 

山行日 2019 年 7 月 29 日～7 月 31 日 

参加者 L.松田、和田、小林、小野寺、山本、殿塚 

 

▲1 日目（曇） 太平湖遊覧・小又狭散策（森吉山荘泊） 

新越谷駅 5：30＝東北道鹿角八幡平 IC経由＝太平湖桟 14：30～遊覧船～小又狭桟橋 15：

00…小又狭散策…小又狭桟橋 16：00～遊覧船～太平湖桟橋 16：10＝森吉山荘 17：00 

 

14：30 に乗船、遊覧船は水面から赤茶けた崖が現れて水量の少ない太平湖を進む。船に

は他に乗客がいない貸し切り状態。上部デッキに上がり風を受けながら景色を楽しむ。太

平湖遊覧の後に小又狭桟橋到着。 

計画では往復 90 分の三階滝まで行く予定でしたが、最終便が 16：00 のため 30 分程歩

き戻ることにした。道は整備されていて歩きやすくスニーカーでも問題なし。一枚岩盤の

渓谷を進み、曲滝を経てガマ淵あたりまで行き戻ることにした。帰路、太平湖桟橋に向か

う途中で雨が降りだし、船頭さんから恵みの雨だと言われたのには参ったが、下船時に傘

を貸してくれるサービスがありました。 

 

▲2 日目（雨） 森吉山 1454ｍ（森吉山荘泊） 

ゴンドラ山頂駅 9：55…阿仁避難小屋 10：45（休憩）11：06…森吉山頂 11：45… 

阿仁避難小屋 12：20（休憩）12：40…ゴンドラ山頂駅 13：10 

 

朝から小雨が降り、どないしようか？なかなか決断できず。計画では様田コースを登る

予定でしたが、往復ロープウェイを利用して山頂を目指すことになった。 

ロープウェイが上に行くにつれて視界が悪くなる。標高 1170ｍのゴンドラ山頂駅に着く、

久し振りの雨具を着けての山行、気温は思ったより寒くないが湿度が高い。歩き始めると

ハクサンシャジンが見ごろでした。森吉山は花の百名山で人気のある山ですが、端境期の

ためか花は少な目でした。雨脚が強くなったり弱くなったりと変わりやすい天候にもめげ

ず、山頂を目指す。途中、阿仁避難小屋休憩をとる。小屋は二階建で、小屋の内と外にト

イレがあります。 

頂上は風強くガスで何も見えない、晴れていれば 360°の展望で東北の山が一望できる

のだが残念。集合写真を撮り早々に下山した。晴れた日に再度来てみたい山です。 

 

▲3 日目（晴れ）赤水渓谷 

森吉山野生鳥獣センター8：15…桃洞・赤水分岐 9:15…引き返し地点 10：40…桃洞・赤

水分岐 11：40…桃洞滝 12：10…桃洞・赤水分岐 12：40…森吉山野生鳥獣センター13：25 

 

赤水渓谷にはＢＳ－ＮＨＫを見て一度は行ってみたいと思っていた。 
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森吉山荘から 60 分程で登山口の森吉山野生鳥獣センターに到着。駐車場には車が数台止ま

っていた。センターに立ち寄りイラストで書かれた渓谷の地図をもらう。この地図は著作

権があるので、ネットに載せないようにと、念を押される。 

センターの脇からスタート。ブナの森に入るといきなり蚊の攻撃にあう。タイツに短パ

ンの私は、ふくらはぎをタイツの上から数か所刺され、小野寺さんから防虫スプレーを、

小林さんから防虫ウエットペーパーを借りて防御することに。長ズボンをはいてくればよ

かったと反省。 

桃洞・赤水分岐までは、ブナ林の平坦な道をのんびり歩く。赤水分岐にはベンチがあり、

ここで沢靴に履き替える。履き替える間も蚊がまとわりつき落ち着かない。登山靴をベン

チ下にデポして身軽にして歩き出す。 

川を渡り、しばらく山道を歩き入渓する。久し振りの青空で太陽が反射して流水がキラ

キラ輝くため川床が見づらい。Ｕ字谷の一枚岩盤の渓谷を落とし穴のようなおう穴や岩盤

の凹みに注意しながら進む。長い間使っていなかったフェルトの沢靴は劣化もなく不安な

く歩くことができ快適だ。 

赤水分岐から 1時間 20 分ほど歩いたところで 11 時 40分となり、帰る時間を考慮して、

兔滝を断念、桃洞滝に寄って帰ることにした。 

赤水分岐に戻り沢靴のまま桃洞滝に向かう。30 分程で桃洞滝が姿を現す。一同大感動‼ 

滑らかな岩の上をすべるように水が流れている。そのような柔らかい形から、桃洞の滝は

女滝と呼ばれ、安産、子宝、縁結びの滝として親しまれているとのことです。 

来た道を戻り、森吉山荘で風呂に入りサッパリして帰路につき、北越谷駅に着いたのは

23 時 20分でした。お疲れ様でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 桃洞の滝 森吉山頂 



 51 

北海道 雌阿寒岳(最短コース) 

記：山崎 寧子 

 

 

期  日：  ７月 30 日 

メンバー：  L山崎寧子 

行  程：  7：00 登山口→10：30 山頂 11：00→12：30登山口 

 

感想： 

7年前、羅臼岳、斜里岳、雌阿寒岳と周る予定だったが、斜里でこけて脚を痛めた。 

そのせいで、雌阿寒岳に行けなくなってしまった。 

今回、大雪縦走が１日早く下山となり、1 日余裕が出たので雌阿寒岳まで車を走らせ、急

きょ登ることにした。 

 

ネットでコースを調べると、雌阿寒岳温泉か

らの登山口から登るコースが最短で 4時間ン

半だった。 

今回の北海道遠征の最終目的地、利尻山はと

にかく行程が長い。 

「力を残しておかないとやばいな。」 

 

そうして選んだ最短コースだったけど、なか

なか手ごわい急斜面、ごつごつしたガレ場、

疲れる。 

 

歩きにくい山だな。というのが感想 

ところが、まっていた山頂の景色はとても素

晴らしく、もくもくと上がる噴煙に、生きて

る山を感じた。 
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北海道 利尻山（鷲泊登山コース） 

記：山崎 寧子 

 

 

期  日：  ８月 1 日 

メンバー：  L山崎寧子 会員外１ 

行  程：  利尻山北麓野営場 05:00-－ポン山分岐 06:10---07:50 第一見晴らし台

08:10---09:20 第二見晴らし台 09:30---08:58 合目 09:05---10:10 利尻岳

山小屋 10:20---11:00 九合目 11:10---11:30 沓形分岐 11:40---12:00 利尻

山北峰 12:20---13:05 九合目---13:50 八合目---15:45 野営場 

 

 

感想： 

長い、長い、とにかく長い。 

麓のキャンプ場の設備は、最高だった。 

テント泊の疲れが飛ぶような、しずか

なキャンプ場、水洗トイレ、炊事場の

快適なつくり。 

ほっとするキャンプ場の朝は快晴だっ

た。 

 

今日の登山は長い。覚悟して歩かない

と。 

整備された登山道は、歩きやすく、途

中展望台からは青い空と、青い海、白

い雲が美しく配列されていたりして、

いつまでもぼーっとしていたい気分に

させた。 

でも、行かなくちゃ。先は長いわ。 

そして、８合目からは、花、花、花、

花、満開。 

これでもか、これでもかと花だらけ。 

 

ここは最高だ。 

登った人にしかわからない快感。 
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 燕岳（2762ｍ）・常念岳（2857ｍ） 

                     記：鎌形 瑞枝・参加者全員 

日    時：2019 年 8 月 3日～5日 

メンバー：L.鎌形、青木、土屋、井居、村上、一ノ宮 

コ ー ス：8/3日 5:50草加―中央道―安曇野 IC－12:45 穂高駐車場―14:00 中房温泉― 

         17:00合戦小屋―18:30 燕山荘（泊） 

     8/4日 ✿6:40 燕山荘―燕岳往復―7:50燕山荘―合戦小屋―12:35 中房温泉―

草加 

         ★7:50 燕山荘―11：40 大天荘―大天井岳往復―16:30 常念小屋（泊）  

         8/5日 5:40常念小屋―6:55常念岳往復―12:00 三俣―穂高駐車場―草加 

 

■活動データ：時間 9 時間 40 分、距離 11㎞、累積標高上り／下り 1576／1592m 

 

初めての北アルプスは燕岳へ。 

  7 月に初めての 2,000ｍ超えを経験できましたが、今回は初の 2,500ｍ超え。中房温泉か

ら燕山荘まで 5.5 ㎞で標高差 1,300m という急登はハードでしたが、久々にスイッチが入り

体が軽くなり、苦しさを楽しみながら登ることができました。渋滞で登山開始が午後 2 時

になってしまったおかげ？というのでしょうか、登山道がずっと日陰になり暑さをかなり

やり過ごせたのも幸いでした。 

楽しみにしてた燕山荘に到着。ホームペ

ージで見ていた場所、景色が目の前にリ

アルに！すごいすごいと感激しながら待

望の生ビールで乾杯、至福の瞬間でした。

そうこうしていると手足の指先がほんの

少し痺れる感じ。体が冷えて寒くなった

からかと思ったのですが、夕飯はどうも

食欲がわかず、美味しいのに完食できませんでした。痺れは高山病の前兆だったのかもし

れません。 

一晩寝たら朝から山盛りがっつり食べれて一安心。アルプスの山々を眺めながら燕岳へ。

初めて見るコマクサやホシガラス。いろんなことを鎌形さんに教えていただきました。 

そして青木さんと一ノ宮は燕山荘で常念岳チームの皆さんとお別れし下山。 

前日の登りではすでに閉店していた合戦小屋へ立ち寄りました。スイカのない夏なんてあ

りえないくらい大好きなスイカ。合戦小屋の

スイカは人生最高の美味しさでした！下山後、

中房温泉に泊まっていた森花江さんと合流。

帰りの渋滞を避けるべく急いでお風呂に入り、

蕎麦を食べ、無事に帰着。 

今回は満天の星空も見れずライチョウに

も会えませんでしたが、また次のお楽しみで
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す。 

 記念すべき初の北アルプス、皆さんと一緒に行けたことに感謝です。 

 森さん、次回はぜひ山でご一緒しましょう！ありがとうございました。      

                                 一ノ宮 恵美 

 

 

北アルプス２日目。 

燕山荘を早朝に出発しまずは燕岳の山頂へ。お天気も良く、素晴らしい景観である。頂上

での時間をたっぷり楽しみ、また燕山荘まで戻りここで一泊組との二人とはお別れである。

実はまだ二泊の山行は未経験であり、付いて行けるか不安であった。 

そうこうしているうちに出発となる。まずは大天井を目指して歩き出す。  

アップダウンが少なめの稜線歩きはとても楽しい。これから行く道、歩いてきた道がはっ

きり見えてこんなに歩いて来たんだな、と励みになる。そうして大天井岳に到着。  

そこからまた常念小屋目指して一歩一歩進む。途中、雷鳥の親子と遭遇することができ

た。もちろん初めてである。怖がることなく近くまで来てくれ、テンションがあがる。本

当に可愛いくていつまで見ていても飽きない。名残惜しいが出発。常念小屋までけっこう

な道のりであったがどうにか到着。ビールが本当に美味しい。夜は星空も堪能できた。翌

日も朝から登頂開始。重い荷物が無い分足取りも軽い。そして頂上からの眺望は想像以上

に素晴らしいものであった。360度のパノラマ。さすが100名山と思わずにはいられないほ

どであった。そしてこの後は私の苦手な下りが延々と続くわけである。登った分下らなく

てはならない。一歩づつ、と心で思いながら進み、到着したときは本当に満足感で一杯で

あった。リーダーの鎌形さん、一緒に行ってくれた皆さん、ありがとうございました。3

日間お天気にも恵まれ北アルプスを満喫でき、また少し自信にもなった山行であった。                                                

                                土屋 玲子 

 

 

 

3 年前に山登りを始めてからずっと憧れていた北アルプスパノラマコース。鎌形リーダ

ーの下、夢の実現となりました。ところが実際はというといくつかの負の要因が重なり今

までで一番きつい山旅となってしまいました。まず燕岳。登り始めから 経験したことがな

いほどの尋常ではない大汗をかき、リタイア…という言葉が何度も頭をよぎります。深い

呼吸をして身体の隅々まで酸素を送りやっと調子が戻った〜と思ったら今度は薄い空気に

悩まされます。そういえば去年も一昨年も北アルプスでは息が苦しく一歩一歩が重かった

ことを思い出しました。そんな私に嫌な顔一つせず付き合ってくださった鎌形リーダーと

メンバーの皆さんに感謝しています。 苦しい山行とはいえ 3 日間天気にも恵まれ、特に

3 日目の早朝、常念岳から見る 360 度の景色は壮観でした。また、雷鳥の親子に会えたの

も楽しい思い出となりました。   

                                                            井居 奈美 

 

 ホルンを聴ける山小屋、燕山荘に泊まってみたくて参加させて頂いた燕岳。 
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中房温泉登山口からいきなりの急登に不安を感じつつ登っていると、この合戦尾根は北

アルプス３大急登のひとつだという。それきいて覚悟をきめて足に集中して登ることにし

た。途中の斜面はなだらかになることは殆どなく汗だくで必死に登り続けた。が、一緒に

いたメンバーはベテランの先輩と体力満点の健脚揃いで余裕で花を観賞しながら登ってい

る。さすが！そんなメンバーに励まされながら足のツボを押したり、花や鳥の姿を楽しん

だりしながら何とか燕山荘に到着した。 

そして、温かくて頼りになる仲間たちと念願のホルン＆ビール♪しあわせ～！ 

次の日は燕岳山頂を往復したところで、常念岳を目指すチームと来た道を下るチームと

に分かれた。名残惜しいが仕方がない。昨日登ってきた急登をひたすら下る。途中、合戦

小屋に寄り名物のスイカをいただいた。長い下りにうんざりしていたけど、スイカのおか

げでかなり元気になった。ほぼ予定通りに無事下山した。 

鎌形リーダー、一緒に登ってくれたメンバーのみなさま、ありがとうございました！！                                              

青木 麻子 

 

 登山を始めて約１５年。ずっと憧れていた燕岳～大天井岳～常念岳を縦走しました！燕

岳からは、目を右に向けると槍ヶ岳、

足元を見るとコマクサの群生。疲れ

を忘れてしまうほどの縦走路でした。

大天井岳の頂上からは、槍ヶ岳と穂

高岳が目前に迫り、大迫力の景色が

広がっていました。その後常念小屋

を目指して歩いていくと、ライチョ

ウの親子と出会いました。ヒナたち

がハイマツの間から出たり入ったり

して、しばらくは一緒に縦走している気分です。翌日、早朝に常念小屋を出発し常念岳に

向かいました。大きな石がガラガ

ラする道を上ると、そこは３６０

度の大パノラマ。日本の山のオー

ルスターが勢ぞろいです！槍ヶ岳、

穂高連峰、御嶽山、乗鞍、富士山、

鹿島槍、立山、剣などなど素晴ら

しすぎでした。素敵な山行を計画

してくださったリーダー鎌形さん、

ありがとうございました。また一

緒に感動を共有した参加者の皆さん、ありがとうございました。感謝で一杯です。    

村上 綾 

                                                  

雷雨にも合わず、コマクサ、雷鳥に出会え、富士山を筆頭に数多くの山が望め、美味しい

ビールも頂け、北アルプスデビューを果たした。1 年に 1 度は北アルプスを楽しみたい！！ 

                                 鎌形 瑞枝 
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   倉沢谷本流  

                              記：榊原  奈歩 

山 行 日：2019/8/4 

メンバー：（L）山口裕、（SL）鈴木（勝）、森（律）、岸野、榊原  5 名 

コースタイム： 5H 

（8：15）駐車スペース～（8：30）入渓～（9：00）3×5ｍ泳ぎ取りつき滝（9：30）～（10：

10）U 字状滝～（11：25）左手橋の中間地点～（12：50）堰堤～（13:00）林道遡行終了～

（13:30）駐車スペース 

========================================================= 

北海道から戻ったら関東の暑さが身に沁み、追い打ちをかける如く自宅のエアコンまで壊

れ、ドロドロにとろけそうな体で今シーズン 5 回目（渡渉のみ含）の沢にいきました。 

事前に“泳ぎの沢だよ~”、“寒いよ~、温かくしていきな！”と、出発前に皆様に色々ア

ドバイスをいただき、装備を整えいざ出陣！！ 

8 月は高山のシーズンですが、混雑と暑さでバテてしまい干物になることが目に見えてお

り毎年山行を渋りがち。ということで、暑い体を冷やすには沢がもってこい！です。 

入渓回数が増えるごとに沢の面白さがあーこういうこと？と分かってくることも多いです

が、逆に一歩間違えたらと危険さも痛感します。 

今回もヒルのいない綺麗で快適な沢で平泳ぎとゴルジュ歩きに初 Try！＆ジャプジャプい

ってきました。 

入渓後 3本目の岩へのとりつきで、スラブ岩で小さな足場と腕力で岩をよじ登り先頭をい

くリーダーがスリングを出してくれ、後続は安心して登れます。 

5 本目の岩はスラブを苦労してあがり、流れのはやい沢を飛び越え、木をよじ登って先頭

をいくリーダー。ロープを出して皆の登りの準備をしてくれましたが、、、全員“無理！！”

と巻きます・・・。ザブザブ濡れて、あっという間に胸までつかりますが皆さんお構いな

し。 

その後は各々、ほぼ巻きもせずに果敢に登ります。 

難しい沢にはいけるレベルではないけれど、暑い季節に沢はいいですね。今回も体力のあ

るメンバーの皆さん心強かったです。ありがとうございました。 
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泳ぐリーダー                泳ぐ岸野さん 

   
 

ゴルジュ歩きに挑戦！            岩にとりつく律子さん 

   
 

水流と戦う勝さん！！           お疲れさまでした！ 
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倉沢谷本谷 泳ぎを楽しむ 

記：山口 裕史 

山行日：2019 年 8 月 4 日 

メンバー：L 山口裕、SL 鈴木勝、岸野、森律、榊原 

コースタイム：5 時間 10 分 

駐車スペース 8:20-8:30 林道からの下降–8:40 入渓-12:50 遡行終了-13:25 駐車スペース 

 

いよいよ梅雨明けでピーカンの暑い日々がやってきました！ 

そこで比較的容易でじゃぶじゃぶと沢を楽しめる小滝と釜が多い倉沢谷本谷を遡行してき

ました。 

この沢、入渓まで歩かずに済

むし、脱渓もすぐで林道歩き

もほとんどないという美味し

い所を凝縮した沢でした。小

滝には大なり小なりの釜があ

り、とても美しい。 

狭い所では水流も強く足置く

と取られるくらいの場所もあ

り、滝は基本登れるし、巻き

もそれほど危険でないので初

心者に沢を体験してもらうに

うってつけです。 

最後の方の堰堤のトン

ネルくぐりは土砂で埋

まっていてできなかっ

たのが残念。詰め道が

明瞭ですぐに林道に登

れました。 

初心者がじゃぶじゃぶ

沢を体験するには非常

にイイ沢で、沢体験希

望の人がいれば毎年訪

れたい沢になりました。 
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   ホラの貝ゴルジュ 

                              記：長田 一樹 

7/21  L：長田 一樹 沼田 真澄 会員外 

駐有料駐車場 9:30→10:07入渓点 10:10→10:20F1クラック 7ｍ10:40→12:25ホラの貝ゴル

ジュ入り口 12：45開始→全員終了 13：25上部ゴルジュ帯→14:20 遡行終了点(東沢釜ノ沢

の入渓点)→14:35 ホラの貝ゴルジュ入り口→15:05 鶏冠谷出会い→15:55 有料駐車場 

 

沢シーズン始まる頃に沼 P から「どっか行きたい」と言われ、ふと思い出したのが、沢を

初めて間もない頃に釜ノ沢の途中に覗いた ホ ラ の 貝 の ゴ ル ジュ 

あの頃はこんな所、突破出来そうに無いと思っていたが、それなりに経験も重ねて来たし、

今の実力を計る良いチャンスだし近いし暑い最

中にはもってこいだと思い行ってきました。梅

雨が明けて天気予報は晴れ 30℃オーバーで

35℃近く行くであろう絶好の泳ぎ沢日和！駐車

場で準備していると汗が吹き出てくる。入渓ま

で、上はスケスケファイントラック一枚の変な

格好で行くことにする。 

鶏冠谷の出会いで準備して入渓、すぐに F1 が現

れる左側のクラックを辿るのだがソコソコ勢い

のある水流の中に入らないと取り付けな

い、カッパ着てロープ結んでダイブ！！

近くだしと舐めていたら直ぐに流されて

取り付けず(汗)一度戻って仕切り直し、

もう一度目標定めてダイブして取り付き

に到着。 

クラックは割と指が入るが、あまり上に

身体を上げると左側からの岩が被ってい

るのでじゃまになる感じ、取り敢えず中

間部より上まではクラックより下に身体

を置いてズリズリあがる 2 本目のカムを

決めたあたりで立ち上がって右足張って移った

ら終了。上がって終了点捜したが見つからない

ので立ち木からスリング伸ばして終了点作成し

て。後続を引き上げる。 

その後は泳ぎがメインの沢登りで、体温がどん

どん奪われていく(汗) 

それでも綺麗な水のお陰であまりテンションが

下がらないまま、ゴルジュの入り口に到着！ 
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ゴルジュの手間でご飯食べて日向ぼっこして体温を回復させ、気合い入れ直して、8 年ぶ

りのホラの貝のゴルジュへ突入！！！記憶とは

全然違う形状でスタンスは想像以上に立ってい

ます。あわよくばフリーで抜けてなどと思って

いましたが、無理そうだし時間も無いし後続も

いるし、沼 P のゴルジュ最後まで抜けたいとの

希望だったので、ハーケン打ち足してアブミ用

意してトラバース開始！  

残置の 2 本目？上から伸びているスリングにア

ブミかけて乗るのだが、そこから先は残置も無

いのでアブミもかけられない(笑)てかココ

が核心でした！何も無いスタンスの下には

滝壺に水が渦巻いて落ちて行き白く泡立っ

ている、こんな所で悩んでいてもしょうが

ないので、スメアでのラバーソールのグリ

ップを信じて左足を出し体重を乗せる、滑

らない！！右足を引き寄せて身体を左に持

っていくと、カチがある！！残置も在った

けど、かけている余裕無いし(笑)後続はロ

ープあるから良いでしょ！とそのまま突

破！！久々にアドレナリン出ました。終わ

ったのだが終了点が無い(笑) 

右岸側の細いクラックにマイクロカムとボ

ールナッツで支点を取って固定分散で終了

点作成、中間支点を軟鉄ハーケンで左岸側

に追加して、後続を引き上げる。 

まだ、ゴルジュが続くので泳ぎが必要だが

寒くて水に浸かりたくない… 
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沼 Pにロープ付けて先に行って

もらい、後続はロープ掴んで泳

ぐ手法に切り替える。Z 浅いよ

うで、釜は結構深く足が届かな

い所も多々あるのでコレは非常

に時間短縮になりました。順調

にゴルジュ帯を進む、そろそろ

水遊びも疲れたなぁと思う頃に

目の前が開けて来て、ホラの貝

のゴルジュ遡行終了点に到着し

ました。思い返せば沢登り始め

て二年目に沼 P と裕くんと三人

で釜ノ沢行くときは、ここから

入渓したんだなぁと感慨深いものがありました。8 年ぶりに来た、ホラの貝のゴルジュは

寒かったですが、楽しかったです。近場にこれだけ水量が多くて登攀要素もある沢がある

のは喜ばしい事だと思います。ただ自分は寒かったので、しばらくは行きたくありません

が(笑) 
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白馬岳～雪倉岳～朝日岳（百花繚乱） 

記：新島 和子 

〇日程 2019 年 8 月 7 日～10 日 

〇メンバー Ｌ新島、大門 

〇コース 

8日（木） 

猿倉登山口 6：30～白馬尻小屋 7：30～白馬山荘 13：15 

9日（金） 

白馬山荘 4：50～白馬岳 5：10～雪倉岳 8：15～朝日小屋 13：00 

10 日（土） 

朝日小屋 4：30～朝日岳 5：20～蓮華温泉 12：30 

 

白馬岳には何度となく登っていますが、残念なことにいつも晴れる

ことなく視界が真っ白ということの連続でした。 

今回の山行の目的は大雪渓を登ることと、朝日小屋の美味しいご飯を食べること。 

心配していたお天気も直前になって快晴☀イケイケな気分でバスタ新宿からバスに乗り込

む。 

大雪渓、気温の上昇とともに蒸気であたり一面真っ白に、空は真っ青。それにしても暑い

太陽ギラギラで汗ダクダクで脱水症ぎみ・・想像以上の疲労困憊で白馬山荘に到着。ヘロ

ヘロでも取りあえず乾杯！ 

２日目、朝日小屋の清水ゆかりさまのアドバイス通り朝飯をお弁当に代えて、白馬岳にて

ご来光を拝み雪倉岳経由朝日小屋を目指すことに。びっくりするほどのお花畑。百花繚乱

とはまさにこのこと！静かで穏やか登山道。そ、それにしても朝日小屋は遠い・・ 

この日もヘロヘロで小屋に到着。お楽しみの夕飯は富山名物の「おご

馳走」食前酒の赤ワイン、昆布〆のお刺身、白エビ、富山おでん、鶏

の甘辛煮、大和イモの千切り、茶そば、富山コシヒカリ、デザートは

銘菓「栂海新道」 

美味しいかった・・ 

翌日のお弁当用のお寿司（ます寿司、クルミ寿司）

を購入 1 ケ 250円也 

3 日目、蓮華温泉めがけて下る。朝日岳を超えるとまたまたお花畑、

前日とはまた違う花、花、花！あれこれ花の名前を書けないのが残

念・・ 

ひたすら下るのかと思いきや、いい加減下ったらところで蓮華温泉が

はるか山の中腹に見えた時には愕然。の、登り返すんかい！ 

やっと登りついた蓮華温泉、汗を流して糸魚川駅行きのバスに乗り込む。 

3日間とにかく暑かった！2ℓ以上の水を担ぎひたすら水分補給。 

北アルプスやっぱりいいな。 
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四郎岳（日光丸沼・2156ｍ） 

                          記：山本 理郎 

■日  程 2019年 8 月 8 月日（木） 

■コ ー ス 草加午前 3 時……日光……丸沼 6：40……駐車場出発 6：55……四郎峠 

9：00 四郎岳山頂 10：30……丸沼駐車場 13：00……帰路 

■メンバー L=山本、 阿部、小野寺 、小林、平野（祥） 

 長かった今年の梅雨、日帰りで行ける涼しい山は無いものかと思案の末、四郎岳を計画

した。奥日光の金精峠を沼田方面に向かい、白根山ロープウェーの手前、丸沼湖畔が登山

口で、白根山の北北西に対峙する山である。風格は白根山には足元にも及ばず、マイナー

な山である。丸沼の対岸から四郎岳の全体が見渡せ、登山ルートもイメージできる分かり

易い山である。湖畔の駐車場から左手の沢を

渡渉すると、登山道らしき道がすぐに見つか

る。標識も数か所あるのみで、赤いテープが

頼りにとなる。砂防ダムを 7つくらい超え、、

四郎峠までは沢を一気に登るようなルートで、

渡渉も数えきれない。小石伝いに横断でき、

濡れることもない。クマザサを掻き分けての

登山道を探し、ササを掴んでの急登も多くあ

り、天候次第では、難儀を覚悟した方が良い。

登山開始から 2Ｈで四郎峠に出る。50年前は

ここから大清水にでる登山道があり、日光か

ら尾瀬に入るルートがあった。若いころ、こ

の峠超えのコースを逆に辿ったかすかな記憶

が今でもあるのだが定かでない。四郎峠から山頂までは、約 1Ｈのキツイ急登が続く。山

頂は白根山方面が見えるだけで、パノラマは望めなかった。 

帰路は、湖畔の沢で行きし冷やしておいた 

スイカにかぶりつき、宇都宮ロマンチック村 

で入浴しのんびり帰宅した。 
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大鹿川平ノ沢（ズミ沢） 

記：山口 裕史 

山行日：2019 年 8 月 10 日 

メンバー：L 沼田、山口裕、岸野、会員外 2 名 

コースタイム：5 時間  

駐車スペース 8:30－8:50 道証地蔵－9:15 浜立山分岐－11:18 モチガ滝－13:15 浜立山分岐

－13:20 道証地蔵－13:30 ゴール 

 

当初は奥只見の恋ノ岐川を予定し

ていましたが、諸事情で大菩薩近

辺の 2 本の沢に変更になりました。 

初日のこの沢はルート 120に掲載

されている大鹿川平ノ沢で滝子山

の近くの沢です。先週の倉沢谷本

谷に比べると水は澄んでいないけ

ど、遡行的には面白い沢。 

後半の大滝や多段の滝、最後のス

ラブ滝が印象に残ったのと、登山

道が脇にあるのはイイですね。 

水流中がピカピカ光っていて砂金なの？ってのが気になりましたが、雲母か「愚者の金」

黄鉄鋼らしい…。 

ルート 120 ではニコちゃんマーク 1 つ、△でしたが脱渓も楽で満足できました。  

最後の 3m スラブより先は、練習にもってこいです。決行ヌメるところあり、慣れていな

い人はここで練習すると良いでしょう。駐車スペースも比較的広く、機会があれば再訪し

たい沢になりました。 

 

尾名手川 
山行日：2019 年 8 月 11 日 

コースタイム：山行 7 時間 50 分 

S 腰掛集落 8:15－13:40 稜線へ－13:53 尾名手峠－14:11 三ッ森北峰－14:30 大ダルミ－

14:40大寺山－15:00ヌカホヤノ頭－15:20尾名手山ノ神－15:45ヒカゲザス沢ノ頭－16:05

腰掛集落－16:12 ゴール地点 G 

 

大菩薩方面の沢日帰り 2 本の 2 日目は尾名手川。前日の休暇村では少々飲みすぎた感もあ

りましたが朝 5 時起床で気分は上々。 

駐車スペースから尾名手川に行くまで少々ウロウロしましたが民家の前を横切り無事にた

どり着きました。 

最初は小滝に釜ありと期待させる渓相から始まりましたが、途中の延々と続く沢歩きが長
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すぎるため少々飽き気味でした。その間蜘蛛の巣はたくさんあってトップはウンザリだっ

ただろう。 

後半に入り滝が増えてきて面白くなってきたが、最後の多段 20m の滝はとても登れそうに

なく、結局左から足場が悪い場所を巻きました。そして最後の詰めも急で足場が悪く落石

注意、更に詰め最終局面では虫が大量に発生し、ハアハア行っていると口の中に飛び込ん

できて閉口しました。 

尾根に出てから下山も数度のアップダウンに 2 時間行程で最近の詰めがない、下降が短い

沢をやっていると再訪はないかなと思ってしまった。  

それでもルート 120 の沢を 1 つ登れたのとしっかりと歩いておけたのは良かったです。  
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明神岳 東稜 主稜 

                        L：長田 一樹  会員外 

8/11 5:25沢渡駐車場 5:55→06:35上高地 06:50→07:40明神館 07:45→08:00鱒養殖試験

場→09:30 長七ノ頭へトラバース→11:10 ひょうたん池→12:30 東稜第一段階→15:30 ラク

ダのコル 

8/12 6:15 東稜取り付き→10:20 明神岳頂上 10:35→10:40Ⅱ峰取り付き 2P11:00→Ⅲ峰

→Ⅳ峰→12:40Ⅴ峰 12:45→南西尾根下降→7 番標識→14:50 岳沢登山道 15:15 河童橋

15:25→上高地 15:35→18:00 沢渡駐車場 

 

久々に明神岳を目の前にして、まだ登山を始めて日が経っていない頃に、前穂北尾根に行

く為に初めて北アルプスを訪れた時に明神館から見た明神岳が印象に残っていて、その尖

ったピークが気になって、帰ってから調べると一般登山道は無くて東稜もしくは中央稜ま

たは主稜からのバリエーションルートしか無いと知り、まだまだ行けないかなぁと思った

のを思い出していました。 

 

養殖試験場を超えて山に入ると徐々

に傾斜が強くなってきます。2 日分

の行動用の水と今晩の食事とお酒の

水で 5リットル強を入れると 21キロ

ほど軽量化を頑張ったつもりだった

が、もう少しか(汗)ゆっくりと高度

を稼ぐが、それなりに汗が吹き出て

くる。 

それでも時折、吹く風が下界のそれ

とは違いサラリとしているので、汗

ばんだ肌を気持ち良く冷やしてくれ

る。ただそんな悠長な事を言っていられたのもそのへんまで（大汗）長七ノ頭へのトラバ

ースは背丈以上のヤブ草を掻き分け

る為、風が入ってこないので汗だく、

ひょうたん池でホッとしたのだが、

その先もヤブと草… 

ひょうたん池であった方々が言って

いたが、この時期はかなりヤブが煩

いのと事、思っているより時間かか

るかなぁと思い直してラクダのコル

を目指す。第一段階の岩場はロープ

出さずに通過したかったのだが、実

際にヤブだらけで足元は見えないし

岩場より草付きの方が危ないのでロ



 67 

ープだしてコンテで登攀、二箇所ほどスタカットで確保して藪こぎでヘロヘロになってラ

クダのコルに到着。 

整地する必要も無い平らな場所にテント貼って、表で前穂北尾根と明日登る明神の東稜を

ツマミに水割りでマッタリと日没

まで過ごす。途中ガスも湧いたが

良いテン場でした。日没後にテン

トに入ってラーメンの夕食を摂っ

て就寝。しかしテント内にヌカカ

が大量に侵入して来て、露出して

いる顔や手を刺されて痒いのと煩

いのが酷くて二度ほど起こされる

(TдT) 

5:00起床、スープとパンの簡単な

朝食を摂り、目の前が岩場なので

ハーネス履いてガチャ類用意して

出発、前日の偵察の通り 1 ピッチ目は核心手前で切ることにして相方でスタート 

難しくは無いが草付きと土でスタンスはグズグズで気持ち悪い、奥まで行って核心手前で

切って引き上げてもらう。 

2ピッチ目（1ピッチ目後半）クラックに残置カムが見える恐らくそこが核心なのであろう

と思われるが、調べてこなかったし取り敢えず行ってみる事に、クラックはハンドサイズ

でジャミングは効きそうだが、そ

こに行く前の右手ホールドがカタ

カタしていて思いっきり使えない

（笑）悩んでも仕方無いので残置

カムと浅いハーケンにロープかけ

てカタカタしているホールドは騙

して使って身体を上げる、右手は

ジャミング効くので安心、右足は

カタカタしていたホールドに乗せ

て左足を外に開いて左手は奥にガ

バでもあるだろうと思って突っ込

んでみたが無い(汗)落ち着いて捜

したが無い(笑)こういう時は壁から躰を 

離すと良いんだよねと思い、離してみると左手側

のリッジに気がつく！！良かったと掴むとコレも

カタカタ言っている（汗）他には無さそうだった

ので、しゃーないとコレを掴んで上がると後は平

凡な草付きとミックス、ロープ目一杯伸ばして終

了。3ピッチ目相方リード：正面のクラックも行

けそうな気もするが、普通にスラブを上がって右
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手方向に移って凹角を登るルート。順調に登って自分を引き上げてもらい終了、スラブか

ら凹角に移る所が核心といえば核心か？？なんか2ピッチ目の方が難しい気がするなと思

い帰ってきてから調べたら正規ルートは正面のクラックでは無くて左巻きのようでした（

汗）4ピッチ目以降は確保無しで、どこでも行けそうだが、念の為スタカットで登る。一

箇所相方がルート間違えてしまい修正する。 

全てにロープ出して若干時間押してしまったので頂上での休憩もソコソコにⅡ峰への下降

を開始する。遠目にはⅡ峰の登りも立ってい

て難しそうに思えたが、ルートはフィクスロ

ープがあるルートではなく左側と主稜からの

パーティの方に教えてもらった。そちら方向

を観察するとそれほど時間は取られそうにな

くて一安心。 

主稜Ⅱ峰 1 ピッチ目：自分リード出だしが若

干足元切れているので嫌な感じ、でもホール

ドはガバガバなのでプロテクションを取るよ

り登ってしまった方が楽、伸ばして 2ピッチ

目の手前の右壁、残置ハーケン二枚で終了点

作成してビレイして引き上げ、2 ピッチ目相

方リード、思っているより寝ているのとクラ

ックではなくて普通にフェイスの登りなので

難なく終了引き上げてもらう、後はロープ使

用する箇所は無いので装備解除してロープを

仕舞う、フリーソロの人が追い付いてきたの

で先に行ってもらう。 

Ⅲ峰、Ⅳ峰、Ⅴ峰とピーク踏んで南西尾根で

下山のつもりが、踏み跡に惹かれて岳沢に降

りそうになったのでトラバースして修正して

南西尾根に復帰する。水は節約して飲んでき

たが、二人分で 300cc ほどしかない状態（汗） 

下りだからと思っていたが、どんどん熱中症

気味になってきて足が出なくなるし頭もボー

ッとしてくる、人共途中何度か転びながら降

りる、一般登山道まで飲むの我慢しようとし

ていたが、あまりの下りの長さに我慢できな

くなり、残りを二人で分けて飲み切ってから

改めて下降再開する。 

一般登山道に辿り着いてからは順調に飛ばす

が、河童橋手前の沢で我慢出来ずに水浴びし

てしまう。観光客でごった返す河童橋に到着
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したらアイスを買って食べながら上高地へ向かうが、途中で沢渡・アカンダナ行きバス待

ち行列最後尾の看板を見て萎える。しかし乗り合いタクシー乗るにしてもバス乗るにして

も一度上高地行かないと駄目なので、上高地へ向かうと河童橋以上の人…乗り合いタクシ

ー見てみるがコチラも行列（汗） 

とにかく水分補給と

ジュース飲んで休憩

しながら観察すると

バスは途切れなく入

って来て乗客を乗せ

て行っているので、

覚悟決めてチケット

を買って並ぶ、思っ

たよりは早く乗れて

（40分待ち）ホッと

していたのだが、運

転手さんから非情な

連絡が（汗）新島々

と沢渡間のトンネル

内で 4 重衝突があり

片側交互通行の為、R158 松本方面は酷い渋滞ですとの事。。。そして沢渡手前で渋滞に巻

き込まれ上高地から沢渡まで一時間強かかる…焦って帰っても渋滞だしと沢渡でお風呂入

ってガチャ分けして荷物整理して、19:10 ごろ沢渡を出るが未だ渋滞解消せず（汗）20:00

過ぎごろに奈川渡ダム過ぎたあたりから流れ出して渋滞が漸く解消しました。中央道に

21:00 過ぎに乗れるも小仏トンネル先頭で渋滞 25 キロ表示に萎える。。。 

諏訪 SA で食事摂ってから

22:10 に出てユックリ目に

帰京すると 23:30頃に上野

原で渋滞に嵌るが解消気味

だったのでそれほど時間か

からずに抜けられました。 

 

今回の核心は、水とバスと

渋滞だったなぁと..。くｄ 
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谷川 湯檜曽川 白樺沢 

8/18                        L：長田 一樹   会員外 

白毛門駐車場 5:30→東屋 6:10→7:05JR巡視小屋 7:15→8:10登山道分岐点→入り口ゴルジ

ュ途中入渓点 8：30 遡行開始→8:50 白樺沢分岐→10:10 白樺沢袈裟丸沢分岐両門滝大滝 30

ｍ10:30→13:25 登山道復帰→13:40 白樺沢避難小屋 14:00→15:10 巡視小屋→16:05 東屋

→16:35白毛門駐車場 

 

お盆休み前半は明神岳で干からびたので後半は沢で水浴びにしました。 

しかし入渓までのアプローチと遡行終了

点からの帰路の長さにはまいりました

（汗） 

歩いた事の無い、所謂 R291 を湯檜曾川に

沿っててくてくと歩く小一時間ほどで今

は停められないマチガ沢駐車場と東屋の

あるスペースに到着、休憩は取らずにそ

のまま進む、巡視小屋にて水分補給で休

憩して再出発、ここから一時間弱歩くと

武能沢に出合う、湯檜曽川本谷であれば

魚留滝も登らないとなのでコチラからだが、今回は白樺沢だし巻きを選択（笑）登山道が

一旦河沿いから離れる場所を少し登ると右側に赤テープがあり、踏み跡辿ると若干不鮮明

になるがゴルジュ帯の途中に降りられる箇

所がある、ただし盛夏だと草付き酷くて足

元見えないので注意して降りないとゴルジ

ュへドボンです！ 

サクッとゴルジュ抜けると開けたナメで気

分も上がる、そのまま進むと白樺沢と本谷

の分岐が出てくるので左側へ、最初は癒や

しのナメナメ！すぐに小さなゴルジュの入

り口に到着！少しだけドボンして突っ張り

でゴルジュ抜けて 3m滝は右側を通過、その

後にきれいなナメ床があり、ブルーグリーンの小さな釜のある 2段滝が出て、更に少しヒ

ョングリ気味な小滝が続く、右側から黒い滝が入って来る所には雪渓がまだ残っている！

そして袈裟丸沢との出合いに出ると、左から白樺沢の大滝 40ｍがドーンっと現れる！！ 

難易度はそれほどではないが、高さがあるので万が一を考えるとやはりロープを出す事に

なる。本によっては 30ｍの表記もあるが、50ｍロープでも途中で切ったので 40ｍは確実に

あると思います。落口近辺には終了点になるような場所が無いので注意してください。そ

の後も 3～6ｍくらいの滝がコレでもかと表れる。なかでも印象に残っているのは堰堤状の 

滝です。2 本残置スリングがかかっており其れを使用して上に抜けます。下部はそれほど

でも無いのですが、上部はリーチない人はちょっと苦労するかと… 
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クラックに挟まった石を上手く利用して

登ると落口奥にクラックが横に走ってい

るので其れを掴めばもう大丈夫です！少

し上で沢の水でお湯沸かしてカップラー

メンのランチ休憩！！食べ終わって遡行

再開！ 

その後も 3～6ｍ前後の滝の連続です

（汗）そろそろお腹いっぱいで、もう滝

も飽きてきますが、どの滝も巻くことは

出来ないのでひたすら登る、右から 18ｍ

滝が入ってくる 10ｍ滝を登ると遡行図

には無いが登山道が！！地形図で確認す

ると下側にも登山道が走っている！上に

抜けても残りは 3ｍと4ｍの滝 2つなので

ココで遡行終了として登山道を白樺沢避

難小屋に向けて歩く、白樺沢避難小屋で

もお湯沸かしてコーヒータイム！！コー

ヒー飲んで甘い物食べてのんびりと（笑）

時計確認するち 14：00（汗）ちょっ

とゆっくりし過ぎたか？と少し慌て

て下山開始。 

全部の滝が登れるので非情に楽しか

ったです。が水流を外れるとヌメヌ

メが酷い所が多い為、泳ぎでもない

のに全身が濡れてしまうのは確実な

ので、暑い日がベストだと思います。 

 

長い下山路をひたすらテクテクある

くのですが、武能沢までの道は昔の

国道 291号線の面影が見えたりして思いの外楽しめました。 

武能沢まで降りてくると気温も上がりひ

たすら忍で歩いて白毛門駐車場へ！湯テ

ルメで汗と沢臭さ流して、あしま園で大

盛りを！！と思ったのですが、ご主人の

体調が悪かったようで休業中(TдT)一旦

駐車場に入れた自分達をおかみさんが確

認したからかワザワザ出て来て謝られて

しまいました（汗）「また来ます！」と

返事して駐車場を出る。 

水上で気になっていたピザ屋さんがあっ
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たので無料駐車場に停めて捜してみるとあり

ました！！タイミング良く空いている模様な

ので入ってみることに！ピザ生地は薄めです

が程よくモッチリ感がありボリュームも満

点！最後の方は押し込んで食べました。 

大きくなったお腹さすって恐る恐る関越に乗

ると、休日最終日だから渋滞はそれほど酷く

なく 21：30には着きました。 

アプローチと下山が長いですが人も少なく登

れる滝ばかりだし水は綺麗だし楽しい沢でし

た。袈裟丸沢に湯檜曽本谷もいきたいし上

越・谷川は行きたい沢が沢山あって迷いま

す！！ 
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鳳凰三山 
記：新島 和子 

〇日  程： 2019 年 8 月 18 日～19日 

〇メンバー： Ｌ新島、大門、平野 

〇コ ー ス： 

18 日（日）夜叉人神峠登山口 10：30～夜叉神峠小屋 11：30～南

御    

     室小屋 15：00 

19 日（月）南御室小屋 4：40～薬師ケ岳小屋 5：50～薬師岳 6：00  

     ～観音岳 6：45～高嶺 9：05～白鳳峠 10：05～白鳳峠

入 

     口 12：20～広河原 12：35 

 

3 年ほど前から行きたい山のひとつにピックアップしていながら、なかなかチャンスに恵

まれず今年改めて計画をたてました。前日のお天気では雨の予報。しかし、少し晴れ間も

ありそうなので思い切って行くことにしました。 

一日目は南御室小屋まで樹林帯。お盆休み最終日となり下山する大勢の人とすれ違い、ひ

たすら登る。曇り空に時々日が差し込むくらいのお天気なのに、三人とも汗だく・・と思

う間もなく南御室小屋に到着。予定よりかなり早い到着にほっとする。 

二日目、お天気は下り坂の予報。朝ご飯はお弁当にしてもらい暗い中早々の出発。薬師岳

の途中で真っ赤な太陽が昇ってきて薬師岳山頂からはみごとな北岳～間ノ岳、太陽の光に

照らされて山が緑に輝く。綺麗・・南アルプスの特産種「タカネビランジ」のピンクが白

い砂地に映える。鳳凰三山のタカネビランジは花の色が濃いのが特徴というだけあってと

っても綺麗に可憐に咲き誇っている。薬師岳から地蔵岳。オベリスクが天高くそびえ立つ。 

三山制覇、万歳！ 

ここから広河原までが長く大変な道のり。

いつの間にかタカネビランジの姿も見ら

れなくなり、ホシガラスがハイマツの球

果も求めて飛んでいる。白鳳峠からの下

りはかなりの急斜面で神経すり減らしながらの下山となり、ヘトヘトとなって広河原に到

着。と、ともに激しく雨が降ってきてセーフ。厳しいけれど楽しい山行となりました。 
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初めての沢登り（水根沢） 

記：浅倉 直人 

期  日：２０１9 年 8 月 21 日（水） 

メンバー：Ｌ.沼田、石川、浅倉、（宇梶（会員外）） 

コ ー ス：S水根沢駐車場 08:30〜08:45入渓～半円ノ滝 11:50〜12:30駐車場 G 

 

感想：朝 5時に草加を出発して、水根沢に沢登りに行ってきました。 

8 時くらいに駐車場に着き、沢靴を履いてから歩いて入渓ポイントまで行きました。沢に

着いて水の中に入ると、冷たくて気持ちかった。沢を歩いて行くと初めての滝が出てきて、

先輩たちは簡単に登って行ったのに自分は登れなくて沼田さんにロープとハーネスで引っ

張ってもらいました。 

さらに沢を進んで行くと、半円の滝があり、ここはなんとかロープを出してもらわなくて

登れました。楽しかった。 

ここで沢は終わりで林道を歩いて駐車場まで下山しました。 

また沢に行ってみたいです。 
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小室川谷から大菩薩嶺へ 
                        記：岸野 康恵 

山行日：2019 年 8 月 24、25日 

参加者：L 沼田、山口裕、岸野、会員外 1名 

8/24 9：00 三条新橋駐車場 → 9：40 入渓 → 10：30 折り返し → 12：00 入          

   渓ポイントに戻る → 15：20 幕営 

8/25 8：00 出発 → 13：00 フルコンバ → 13：30 大菩薩峠 → 14：40 大菩   

   薩嶺 → 15：30 丸川峠 → 18：00 三条新橋駐車場 

 小室川谷に入渓していると思い込み、泳いだりしながら楽しく沢を遡行する。大きな滝

にぶつかり遡行図と地図を確認すると、なんと沢間違いで大黒茂谷に入っていることに気

づいて引き返す！ロス 3時間…。話し合いの結果、幕営予定地までは水道局の巡視路を歩

いて行くことに。歩きやすい道だったが急登もあり、テントの装備を背負って歩くのはな

かなか大変。幕営地近くまで来ると沢に降り、１日目は終了。テントを張り、着替えて宴

会の準備に取りかかるが、焚火の木が湿り気味でなかなか火が付かず苦労する。無事に着

火し網焼きを楽しみ、お酒を飲んであっという間に 21 時に。明日に備えて就寝する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2 日目は 5 時に起床し、朝から焚火。 昨                     

晩より簡単に火が付いて、網の上でアルミに包んだパンを温める。スープと一緒に最高の

朝食。そして山で飲むコーヒーは美味しいのだ！テントを畳んで出発したのは 8 時とのん

びりモード。昨日巡視路を歩いたためスキップした 4 段 30ｍの滝まで空荷で戻ることに。

懸垂下降して 4 段目で遊ぶ。ちょっとヌメヌメしてて、沼田さんの張ってくれたロープに

助けられて登る。私はナメが苦手で滑るんじゃ

ないかとビビッてしまう。そして本当に滑る。

今後の課題だなとつくづく思う。その後引き返

し、順調に遡行して、急登をツメ、登山道へ！

しかし、ここからが長かった。途中で田中陽気

さんに遭遇したり、山小屋でかき氷を食べたり

しながら大菩薩嶺を経て下山。道間違いをしつ

つも無事に駐車場に着いた直後には本降りの雨

が！間一髪車に乗り、楽しかった 2日間が終了。

またすぐ次の沢に行きたくなるのでした。 
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     白 駒 池 テント泊 
                 記：土屋 玲子 

◆ 日  程： 2019 年 8 月 24～25 日 

◆ メンバー： Ⅼ宮澤、村上、土屋、（四宮） 

◆1 日目 草加付近 6 時出発→関越自動車道・上越自動車道→白駒池駐車場 9 時 

 白駒池駐車場からテントなどの大荷物を背負い、さてテントだ！と気負って歩き出した

がものの 15 分足らずでテント場に到着。3 人でテントを張り、小休止のあと白駒池に沿っ

て歩き、そのまま高見石へ。高見石への道は思っていたよりも岩や倒木の連続で大変であ  

った。原生林の中を黙々と進む。最後に大岩を登ると頂上であり眼下には白駒池も見え、

最高の展望であった。 

下山後そのまま白駒池を一周し、まだ時間が早いので麦草ヒュッテまで歩いてみることに

した。湿地帯の木道をてくてく歩いて行く。1 時間くらい歩き、麦草ヒュッテのあたりは

色とりどりの花が咲いてとてもきれいであった。が、残念なのは 3 人とも花に詳しくなく、

何の花か名前がわからなかった。 

そこから戻り、夕ご飯の準備開始。そこからはほど近いところにソロでテント泊予定で来

ていた四宮さんが参加することになり、4 人で豪華な夕飯を楽しんだ。夜は 8 月とは思え

ないくらい冷え、ダウンを着るくらいであった。 

 

◆ 2 日目 朝 7 時から 4 人でにゅうの山頂目指して出発。木の根が這っていて、岩も多

く、湿地帯もありなかなかアドベンチャーな登山道であった。傾斜のある岩を登ると山頂

だ。お天気もよく富士山もばっちり見え、最高の景色をみることができた。360 度の展望

は素晴らしかった。そしてまた苔むす森の中を白駒池目指して下山した。  

終始苔の緑のじゅうたんが敷き詰められており、神秘的な世界であった。お天気にも恵ま

れ、楽しい 2 日間であった。 

私は二度目のテント泊であり、計画を立ててくれたリーダーの宮澤さん、設営や料理を教

えて下さった同行のみなさん、ありがとうございました。またテント泊にチャレンジして

みたくなりました。 

 



 

６～８月の山行から 

 

 

    編 集 後 記  

 平成２４年から平成２７年までの４年間、機関紙部長と運営委員を務めさせていただき

た後 、たまにはお手伝いをしなければと編集担当者に名乗りをあげました。その当時から

４年を経過したわけで、その間、一昨年には下肢静脈瘤の手術、昨年は心房細動の手術を

２回を受け、予後良好ということで予定していた３回目の手術は受けなくて済みました。

気力と体力の麺で、大分年をとってきたなと感じる次第です。山の会の年上の会員の皆様

の元気さには改めて驚きます。 

今回の編集では、会員の皆様、お忙しい日常生活の中、原稿を気持ち良く提出いただき、

大変ありがとうございました。 

                                             山﨑  正夫 
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