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コール 
「なぜか、山」 

記：村上 綾 

 

私が育ったのは、上毛三山（赤城山・榛名山・妙義山）のある群馬県です。群馬県

民であれば、小中学校時代にこの三つの山を制覇しているはずです。  

小学校４年生で妙義山のカニの横ばいで初めて鎖デビュー、５年生の赤城山登山で

真っ赤な紅葉を目に焼き付けました。ちなみに、この紅葉の景色が、今でも私の紅葉

ナンバー１です。中学校では榛名山の榛名湖でカッター（大型の手漕ぎボート）と榛

名山の歌を歌い、郷土愛をアップさせました。  

またまた、休日の過ごし方といえば、春はイノシシよりも先にタケノコ掘り。秋に

なれば、半強制的に山にキノコ狩りに連れていかれ、毒キノコを口にして苦しむ両親

を間近で目撃・・・。冬は山芋（自然薯）掘りに連れていかれ、深さ１ｍを超える深

さの穴に潜ってかくれんぼ。一年中、あまりに山を駆け巡っていたせいか、マダニが

頭頂部に取り付き、吸血されたこともありました。  

食卓には、季節に応じてウドやワラビの天ぷら、自然薯のとろろが登場したり、あ

る時には熊鍋も出てきて「だまされたと思って食べてみて！」と言われたり。子供の

自分にとっては、食べたくないものだらけでした。子供時代のことを思い出すと、山

のことばかりです。 

学生時代、就職のころはバブリーな時代で、すっかり山のことは忘れていたのに、

３０歳半ばを過ぎるあたりからいつの間にかまた山に引き寄せられ、今に至っていま

す。 

半強制的な山芋掘りも、キノコ狩りも、苦い山菜も好きではなかったのに、体に「山」

の匂い・景色・音・風・味が染みついているのかな・・。山好きにしてくれた両親や

ふるさとは偉大です、感謝。  

これからも、身近に山を感じて、いろんな山に登っていきたいです。  

 

 

 

 

 

 

 
群馬県民の魂「上毛かるた」より  
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（2019）９～１１月山行実績   リーダー部・機関支部 

山

行 
日  程  山 岳  名 リーダー 参   加   者 

会 9/3 塚山 福田 兼堀(善)・小林 

個 9/5 赤岩岳 山崎(寧) 会員外 

個 9/6 
桟敷山 

小桟敷山 
鈴木(廣) 

山本・澁谷・阿部・出口・和田・兼堀 (善) 

下川・鎌形・森(花) 

リ 
9/8 

 

東黒沢 

飯土山（負欠
スラブ） 

沼田 

山口(裕)・岸野・石川・榊原・会員外 2 名 

 

 

個 9/10 
根子岳～ 

四阿山 
山崎(寧) 遠藤・一ノ宮 

個 9/10 筑波山 兼堀(善) 兼堀(恵)・石井(文)・澁谷・畑野(仁) 

個 9/12 二子山西岳 山崎(寧) 会員外 

個 9/13～15 白馬岳 畑野(順) 
 

個 9/14～15 越後駒ケ岳 山﨑(寧) 新島・村上・遠藤 

個 9/15 野猿返し 長田 会員外 

個 9/14～16 
西 穂 高 岳 ～

奥穂高岳 
山口(裕) 岸野・鈴木(勝) 

個 9/16 平ガ岳 山崎(寧) 新島・村上 

個 9/23 本富岳 榊原 会員外 1 名 

会 9/25 

日和田山 

（ 忘 年 山 行
下見） 

澁谷 
杉山・中島・下川・森(花)・兼堀(善) 

兼堀(恵)・新庄・福田 

個 9/25～26 苗場山 小野寺 小林・石井(文)・山本・和田・平野(祥) 

会 9/26 
不動山・雨乞
山・陣見山 

山口(敏) 兼堀(善)・山﨑(正)・澁谷・出口 

リ 9/28 日和田（岩） 長田 石川・青木・榊原・出口・沼田 

個 
9/29 

～10/1 
羊蹄山 山口(裕) 山口(敏)・大門・浅倉 

個 10/2 大菩薩嶺・峠 兼堀(善) 兼堀(恵)・森(花)・澁谷・尾崎・井口 

個 10/5 宝登山 松田(弘)  

リ 10/6 乾徳山（岩） 長田 西島・山田 

個 10/5～6 栗駒山 榊原 会員外 1 名 

個 10/6 関山 鈴木(廣) 
兼堀(善)・兼堀(恵)・澁谷・八並・平野(祥)

山﨑(正)・山口(敏)・小林・森(花) 

個 10/7 小川山 山崎(寧) 会員外 

個 10/8～9 安達太良山 山﨑(正) 会員外 2 名 

個 10/9～11 
小野岳 

八海山 
山本 

小野寺・和田・黒澤・兼堀(善)・鈴木(里) 

阿部・杉山・澁谷・兼堀(恵)・石井(文) 

個 10/14 筑波山 青木 
鈴木(勝)・浅倉・浅井(昭)・森(律) 

石川 
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個 10/17 
那須朝日岳 

三本槍ヶ岳 
山崎(寧) 会員外 

会 
10/19 

～20 

尾瀬 

 

会員バス 

ハイク 

実行委員長  

浅井(昭) 

実行委員：四宮・松田(弘)・畑野(順)・浅倉 

土屋・青木 

石井(美)・染谷・浅井(祐)・下川・小野寺  

杉山・芳野・小林・八並・松浦・山本・尾
崎 

石井(文)・山﨑(正)・平野(祥)・畑野(仁) 

山口(敏)・山口(裕)・大門・澁谷・兼堀(善) 

兼堀(恵)・鎌形・森(律)・森(花)・出口 

殿塚・福田・榊原・遠藤・岸野・山田・石
川 

吉田(OB) 

個 11/2 伊吹山 浅倉 石川 

個 11/2～3 
木 戸 前 ル ン
ゼ・諏訪山 

沼田 会員外 1 名 

個 11/2～3 

志賀高原 

横手山 

妙高山 

山口(敏) 山﨑(正)・兼堀(善)・出口 

個 11/3 龍王峡 宮澤 村上・森(律)・遠藤・土屋 

個 11/4 
三つ峠 

屏風岩 
長田 会員外 

個 11/6 宝篋山 兼堀(善) 
兼堀(恵)・澁谷・平野(祥)・下川・阿部 

森(花)・尾崎・山本 

会 11/9 
宗四郎山 

赤岩岳 
松浦 鈴木(勝)・浅倉・樋渡(お試し) 

個 11/9～11 

中山道 

大井川～ 

御嵩 

石井(文) 

SL 染谷・兼堀(善)・兼堀(恵)・鈴木(廣) 

小林・平野(祥)・杉山・小野寺・森(花) 

澁谷 

リ 11/10 

県岳連 

レ ス キ ュ ー
研究会 

長田 山田 

個 11/16 

大平山・晃石
山・馬不入山 

岩舟山 

山﨑(正) 下川・宋・和田 

個 11/20 宝篋山 山本 鈴木(里)・小野寺・黒澤 

個 11/28 
両崖山 

天狗山 
小林 

浅井(祐)・山﨑(正)・兼堀(恵)・池本・殿塚 

小野寺・山本 

個 11/30 鳴虫山 村上 土屋・宮澤・森(律)・鎌形・遠藤 

個 11/30 赤城山 松田(弘) 会員外 
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「私の一名山」 → 「私の一山行」 

北アルプス／白馬岳～親不知縦走 
                                記：染谷 

 

 ２００３年度に、草加山の会創立３０周年記念イベントとして「日本横断山行」の

企画があり上記の山行を（夜行３泊４日）実行した。 

 時期は、７月中旬でメンバーは石井美樹さんと浅井昭光さんの３名でした。白馬岳

迄は、雪渓とお花畑で天候はイマイチであったが小雨のパラツク中、小屋に着く。 

翌日、カッパを着け雨の中を出発する。眺望なく蓮華温泉分岐を通過し雪倉岳へ向か

う途中は、高山植物の宝庫で花、花、々、自然がいっぱいであった。朝日小屋に泊ま

る。 

翌日も雨の中カッパをつけての出発となる。雪渓の雪道、自然豊かな花畑であるが花

を踏まずには進めない所も多く、幾度となく泥んこで滑り、急登では靴が重く足が上

がらなくなるほど苦しめられた。雨足は、強くなりカッパの内、外も濡れた状態で栂

海山荘に着く。無人の避難小屋で中には、我々のほか２０名ほど入っていた。 

 最終日、栂海山荘から日本海までの長い道のりを朝食もとらず早々に出発する。稜

線伝いに急降下、北にすすむ。菊石山、白鳥山、尻高山等ピークを踏む縦走路である

が泥んこ道のアップダウンきつく、気を抜こうものなら、ぬかるみにはまるや滑るは

で大変であった。何とか無事、親不知到着、同行してくれたお二人には、再度感謝い

たします。（最後に、機会があれば観光で、親不知観光ホテルで入浴したいものです） 
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登
り
始
め 

塚山（954ｍ）会山行 埼玉 100 名山 

記：福田 穣治 

■山行日：2019 年 9 月 3 日 

■参加者：Ｌ.福田穣治・兼掘善和・小林いつ子 

■コース：集合 5：30 獨協大学駅前 →草加ＩＣ6：00…70 分…外環関越道花園ＩＣ 7：

10…県道 37 号秩父市吉田久長道の駅セブンイレブン 7：30 にて 10 分休憩…30 分…群

馬県多野郡神流町大字生利仮登山口（土坂トンネル）8：10…1Ｈ20…竹ノ茅山 978ｍ9：

30…1Ｈ…山 907ｍ10：30…20 分…山 915ｍ10：50…10 分…塚山 954ｍ11：00…2Ｈ05

…登山口（土坂トンネル）13：30…40 分…星音の湯 14：10 にて 40 分休憩…70 分…草

加ＩＣ16：00 -歩程 5Ｈ20 

 

登り口と考えている土

坂隧道トンネルの真上

が土坂峠で、その東側が

埼玉、西が群馬の県境と

なっています。今回は登

山道となっている県境

整備道が塚山まで続く

尾根でもあるので、そこ

を歩いて竹の茅山に登

り、名前の無い山 2 つを

経て、塚山に登って元に

戻る計画です。とにかく

整備道までの登山道が

無く、どこからどう登る

かが最大のポイントで

した。 

7/30 の単独下見の時に 

経験した暑さと不安の

中、草薮をかき分け、或

いは足元が緩く、前に進まない斜面

登りは結構辛く、同行頂く方にとっ

ても 

リスクなはずなので、最短時間で済

まさなければならないと、出発前ま

で登り口を検討していました。 

そして 2 日前にマップ写真検索で見

つけた近道で計画を立てました。 

秩父派の私としては群馬県側からよ

下山 
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り埼玉県側から登りたい希望もあり、 

登山口をそこに決めて車を着けたのですが、 

検討時の写真は冬季か、春先の見通しの利く物

で 

あった為、当日のうっそうとした恐ろしい状態

とは全く違っていました。 

「道路から 10ｍくらい藪を掻き分ければ、斜面

に入れるので多分大丈夫」と言う思いに後ろ髪

を 

引かれつつ、同行頂いた二人の安全も考え、 

登り口は当初の 2 候補に変更しました。とにか

くどのルートも登山道は無いので登り口付近の

見た目の雰囲気で決めるしかなかった事もあり

ます。 

出発後、なるだけ緩い斜面をキ

ョロキョロ探しながら登るので

すが、基本的には上に向かって

真っすぐ登ります。 

枯れ枝を掃い、押しのけ 

ながら進み、踏みしめると崩れ

て来る枯葉交じりの湿った土砂

の斜面登りは「やはり、あっち

のルートが良かった」と後悔す

る事の繰り返しでありました。 

そして 11：30 塚山登頂。 

13：30 の下山。 

14：10～14：50 迄、ぬるぬるの星音（せいね）の湯につかって、帰途に付き 16：00

草加到着しました。 

 

下山後、もう 2 度と来る事はな

いだろうと思いましたが、2 週間

もすると 

最初に入ろうとした藪が気にな

っていた事もあり、次回はそこ

から登り、整備道を反対側に進

んで以前行けなかった父不見山

まで行ってみたいと思う様にな

っています。 
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大ナゲシ～赤岩岳（秩父） 

 

山崎寧子 

 

 

日：  9月 5日 

メンバー：  L山崎寧子、会員外 

行程：  7：00登山口→10：30山頂 11：00→12：30登山口 

 

感想： 

 

 

湿度 100％も否定できないくらい、べちょべちょの空気の中大ナゲシへむかう 

大ナゲシは登りやすかったけど、岩から小滝のように水がながれているのは、まいった。 

 

赤岩岳は、こけこけの岩がボロボロ崩れ、スタンスはコケでずりすべった。 

じっとりと濡れたスラブにコケで、落ちそうで怖かった、岩登り？コケ登り？ 

これで景色が宜しければいうこともないが、真っ白の中何も見えず。 

まあ、こんな登山も経験になるかと心を納めた。  
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桟敷山・小桟敷山 

 

                                                             記：鈴木 廣 

◆山行日：令和元年 9 月 6 日（金） 

◆山行者：L 鈴木ひ・山本・澁谷・出口・阿部・和田・兼堀よ・下川・鎌形・森は  

◆コース：桟敷山登山口出発 9：00～桟敷山着 10：20－10：45 

     小桟敷山着 12：00－12：20～桟敷山登山口着 13：00 

 

半月遅れの夏休みを突然言われ、嬉しいけど後が心配。それなら山に行こうと山本さんを  

誘いそして呼びかけたところ多数の参加者となりました。  

１台の駐車（３人組）の後準備出発した。数分もしない内暑いの、脱ぐのと休憩をとる。  

白樺や笹の色が美しい。夏の花もまだ咲いていて時々風も流れてくる。山頂からの景色  

も良し楽しめた。分岐まで戻り隣の小桟敷山を目指すが楽しくて行かせてくれない。  

急降下、その分またアップが続くのかと 

思うと思いやられる。 

山中、苔むした自然林を進む、体にパワ 

ーをいっぱいに受け入れた。以外にも急 

登も少ないようだったが頂上付近でバテ 

て休憩、そこに三人組と合流、もう少し 

と一言交わした。 

小桟敷山に到着、平らで広く山頂らしく 

ないが静かで理想の山でした。二山を後 

に下山、ススキの穂が秋の気配を感じさ 

せてくれた一日でした。 

 

和田さんありがとう、そして桟敷山に参加ありがとう×2 
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利根川水系 湯檜曽川東黒沢 
記 ： 岸野 

山行日 ： 2019 年 9 月 7 日 

参加者 ： L 沼田、山口裕、石川浩、榊原、岸野、会員外 2 名 

9：00 白毛門登山口駐車場 → 9：10 東黒沢入渓 → 10：00 ハナゲノ滝 →  

12：30 小沢支流の手前で昼食、折り返し → 14：00 ハナゲノ滝 → 14：30 入

渓地点 → 14：50 白毛門登山口駐車場 

 

 当初はナルミズ沢をテント泊で一泊二日

の予定でしたが、台風の影響で日帰りのこち

らの沢に変更になりました。天気の心配があ

りましたが、実際は晴れて暖かく、絶好の沢

日和でした。迫力のあるハナゲノ滝、ドボン

して泳げる釜、滑りそうでヒヤヒヤのナメ、

癒しの美しい景色などあり、バラエティーに

富んだ楽しい沢でした。キャニオニングのツ

アーの人たちもたくさんいて、とても賑わっ

ていて、人気の沢のようです。 

 

途中の休憩ポイントでロープを張って、滝に登って遊んだり、日向ぼっこしたり、時間を気にせず

のんびりできました。今回は沢の途中まで遡行し、折り返して同じルートを降りてきました。いつ

ものように最後のツメがないので楽ちんですが、沢を下るのは滑りそうでヒヤヒヤです。途中懸垂

下降したり、滑り台しながら、あっという間に駐車場に着いた印象でした。この沢はラバーの沢靴

はとても滑るようで、断然フェルトが良いみたいでした。 

 沢登の後は、温泉に入ってまったり。それから翌日はアルパインの予定があるので

湯沢に移動し、お蕎麦を食べてから寝床のスーパー銭湯へ。大部屋で雑魚寝だけど、

お風呂付で安いのはいいですね。夜にテラスでお酒を飲んで盛り上がり、とっても充

実の一日でした。 

ご一緒したみなさん、ありがとうございました。 
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記：榊原奈歩 

 

 

山行日：2019 年 9 月 8 日（日） 

メンバー：沼田（L）、山口、岸野、石川、榊原、会員外 2 名 

コースタイム：7h 

スタート 8:15-炭焼き後 8:50-取りつき 9:00-風欠岩 13：00-飯士山頂手前 100m14:22

（暑さのため山頂に行かず） -下山 15:30 

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

＝＝＝ 

 

天気予報がグルグル変わりナルミズ沢の予定が、出発前日にクライミングに変更！? 

心の準備もできていないけど、外岩での初ルートクライミングの日がやってきてしま

った。 

 

会に入る前はクライミングなんて全く考えていなかったのですが、バリエーションル

ートに行きたいな、足を強くしたいな・・・と時間が経つにつれいつか行きたい場所

が増えたこともあり、考えが少しづつ変わってきた。  

とりつきまで、1 時間程度蒸した樹林帯を歩き、スラブの壁に到着、クライミングシュ

ーズのフリクションが効き、斜度はそこまできつくはないので思ったよりも登りやす

い。 

ならば練習しよう！と思いホールドの持ち方やシューズの置き方を考えながら、ゆっ

くり登る。 

リーダー、会員外のお二人がロープを張ってくれるので安心して登れる。 

高度があがるにつれ、視界がよくなり休憩ポイントでは上越のスキー場が目線に。こ

んな景色は気持ちの良いものだ。 

しかし、登れば登るほど足がむくみ、最後は痛みを我慢してクライミングシューズを

履く。 

 

お昼になるにつれ気温がグングンあがり激しい暑さの中、会員外の方から氷水の差し

入れが♡ 

美味しい、、、。氷水が、初めて登山した時の記憶を蘇らせてくれた。  

あまりの辛さに心がへし折れ途中下山しようかなと思っていたところ、差し出された

温かいカフェオレを思い出させてくれた。 

 

負欠岩の頂上へ一人ずつとりついた。頂上では素敵な景色が迎えてくれた。  

貴重な経験をさせていただき、リーダー、ご一緒させていただいた皆様ありがとうご

ざいました。 
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 負欠岩 
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■山行日：2019 年 9 月 10 日(火)                   一ノ宮恵美 

■参加者：L 山崎(寧)・遠藤・一ノ宮              

■活動データ：時間 7 時間 40 分、距離 10 ㎞、累積標高上り／下り 1,039 ／1,034m 

■コース：菅平牧場駐車場 9:00-11:00 根子岳 11:15-13:15 四阿山 14:15-16:30 菅平牧場駐

車場 

 

群馬県と長野県の県境にある花の百名山「根子岳」と日本百名山「四阿山」を縦走してき

ました。 

 

菅平牧場の登山口からスタート。牛を見ながらピクニック気分なのも束の間、白樺の森に

入ると湿度もあってなかなかの急登。 

登り始めて 1 時間半ほどで森

を抜けると、ようやく野生の

ブルーベリーと初めてのご対

面！食べ放題に歓喜の声をあ

げてしまいました。 

 

根子岳山頂で鐘を鳴らして小

休憩、次は四阿山へ。 

根子岳山頂から笹薮と岩場を

下ると草原の緑が美しいのだ

けれど、そのすぐ先に見えて

いるのは四阿山への急登。 

前日の雨のせいで道がぬかる

み、木の根も多く登りづらい。 

ようやく森を抜けると山頂へ

続く木道が現れ、「あと少し！

もう一息！」 

 

四阿山の山頂では運よく雲が

切れて 360 度の眺望を楽しむ

ことができました。 

青空に白い雲、遠くの山々、絶景を満喫しつつ食べるお昼ご飯は最高です。 

 

しっかり休んだ後は一気に下山。少しうんざりするような急坂が続きますが、途中で幸せ

を運ぶという青い蜂「ブルービー」に出会え元気をもらえたような気がしました。 

終盤は大明神沢あたりの美しい森林をしばらく歩き、ようやく牧場へ。 

根子岳<2,207m >・四阿山<2,354m > 
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登山口にある牧場の売店で下山後の一杯、美味しかった！もちろん牛乳です(笑) 

下山後の温泉は真田ゆかりの湯・千古温泉へ。小さいながらも泉質がよく再訪したくなる

温泉でした。 

 

根子岳は花の百名山というだけあって、初めて見る花がたくさんありました。 

ツリガネニンジン、マツムシソウ、ハクサンフウロ、ウメバチソウ、シラタマノキの実、

クマコケモモの実、リンドウ、イブキジャコウソウ、ヤマハハコ、キキョウなどなど。 

撮った写真から植物の名前を調べる

のも登山の楽しみの一つです。すぐ

忘れますが(笑) 

 

山崎さん、遠藤さん、また行きたい

と思う山行にご一緒できて感謝です。

ありがとうございました。 
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筑 波 山 
記：兼堀恵美子 

 

★日  時・・・令和 1 年 9 月 10 日（火曜日） 

★メンバー・・・Ⅼ兼堀（善）、澁谷、石井（文）、畑野（仁）、兼堀（恵） 

★行  程 

      獨協大学前駅西口５：３５出発――＜常磐道＞６：５５神社入口駐車場 

      ７：００出発～～筑波山神社～～８：４５男女川源流～～御幸ヶ原～～ 

      ９：４０男体山 

      山頂駅（ケーブル）――江戸屋（お風呂）∸－筑膳（お蕎麦）－－獨協大学駅 

 

 7 月は長雨で 8 月は猛暑。そろそろ暑さも和らぐだろうと、足慣らしを兼ねて筑波山登山

を計画してもらいました。ところが二日前に台風 15 号が関東上陸。千葉県では屋根が飛んだ

り、停電するなど被害が大きかった様です。幸い同行者皆被害なく予定通り行く事にしまし

た。登りはケーブル横の山道を行く［御幸ヶ原コース］。台風の爪痕は切り枝が多く倒木もあ

りました。男女川源流では、いつもよりずっと水量が多かったようです。台風一過の影響か

その日の気温の予報は 36 度。とにかく汗はたくさんかきました。行き交う人は何時から登っ

たのか下山する人がほとんど・・・。御幸ヶ原に着いた時は皆汗だくだったと思います。お

店のかき氷だけ目につきすぐ購入。暫くベンチに座って休憩。・・・とりあえずは男体山は行

って来ましたが、暑さに負け、お風呂に早く入りたいと全員一致でケーブルにて下山。ケー

ブルに初めて乗るという人もいたので良かったかも・・・。お風呂は「江戸屋」で少々高め

の 900 円。のんびり、ゆったり入りました。その後は言うまでもなくお腹。「そば処筑膳」に

て（とろろぶっかけ蕎麦）を食べる。お蕎麦も美味しかったのですが、この建物が築 150 年

以上の旧銀行として使用されていた古民家を蕎麦やとしてオープンしたそうです。これも浅

井住吉町会長さんが行ってるリノベーションになるのかな？？ 

今回は足慣らし＋お風呂、お蕎麦付きの山行ということで良しとしましょう！涼しくなった

らまた来ましょう(^^♪またよろしくお願いします。 
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二子山西岳 中央稜（秩父） 

 

山崎寧子 

 

 

日： 9月 12日 

メンバー：  L山崎寧子、会員外 

行程： 

5；00草加自宅→5:30東浦和ツタヤ→8:40西岳登山口駐車場 

9：00 西岳登山口→9：10 股峠→14：00 西岳山頂→15：00 取り付き→15：30 西岳登山口駐車

場 

 

全７ピッチ 

１：Ⅲ~Ⅳ 右上 

２：Ⅴ 

３：Ⅴ（5.7） 

４：Ⅳ 

５：Ⅴ 

６：Ⅲ~Ⅳ 

７：Ⅱ 

下山は、懸垂下降 

 

 

感想： 

20190912 二子山中央稜 

1 年ぶりに行ってきました。 

大きな山でもなく、 

高すぎる山でもなく、 

危険すぎず、 

短いアプローチで、展望の良いところ〜と 

考えたら、 

ここに行こうとなりました。 

快晴時々風 
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白馬岳 

                               記：畑野 順二 

◆山行日：2019年 9月 13日～9月 15日 

◆山行者：畑野 順二 

◆コースタイム：9/13 猿倉 6：38-白馬尻 7：36-岩室跡 9：52-白馬テント場 11：40 

        9/14 連泊 

        9/15 白馬テント場 6：26-白馬尻 9：32-猿倉 10：34 

最近、あまり山に行ってなく、体力が心配だが、北アルプスに行きたい。 

なら、なるべく楽な唐松岳か白馬岳だ。唐

松岳は昨年行った時に、テントが超満員で

嫌な思い出があり、白馬岳に行くことにし

た。 

9/13は、平日で猿倉に駐車でき、出発です。 

この時期は、大雪渓を歩くのは少しだけで、

とても歩きづらい雪渓横の登山道でキツー。 

無事に、白馬テント場までつき、テント設

営し、テレビで杓子岳からの白馬岳は、素

晴らしいと言っていたので、杓子岳に行く。 

 

9/14 は、予定は白馬鑓温泉でしたが、昨日の疲れ

が残っていて、白馬岳で連泊することにする。 

日出は、杓子岳に行き、朝食後は、小蓮華岳まで

行き、久々のノンビリした一日です。 

白馬山荘で昼食後にテント場に帰ると、なんとビ

ックリテントが満杯です。3連休で天気がよく登山

者が沢山来ています。 

平日のノンビリ山行に行きたいな。 

 

9/15は、夜は強風で霧が出ている。朝食の準備を

していると、霧が流れてきて、あわてて白馬山荘

上部まで行きました。 

雲海がとても綺麗で感動です。 

大雪渓の下りは、ヘトヘトになり、やっと猿倉ま

でつくことができた。 

もう少し、山に行かなければ。 
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越後駒ケ岳 
記：新島 和子 

〇日程 2019 年 9 月 14 日～15 日 

〇メンバー Ｌ山崎（寧）、村上、遠藤、新島 

〇コース 

14 日（土） 

駒の湯温泉登山口 9：30～小倉山 13：10～駒の小屋 15：50 

15 日（日） 

駒の小屋 6：35～越後駒ケ岳 7：10～駒の小屋 7：40～小倉山 9：30～ 

駒の湯温泉登山口 13：20 

 

2 年前の 6 月残雪の越後駒ケ岳も快晴、枝折峠からでした。 

今回は駒の湯温泉登山口、小倉尾根を登るひたすら急登。容赦な

い登り坂。 

とにかく暑い暑い、越後の山らしい湿気、樹林帯を黙々と登りよ

うやく小倉山へ。 

道標が小さくてどこが山頂なのか・・よ

うやく越後駒ケ岳が姿を現す。枝折峠か

らの登山道とぶつかる。圧倒的に枝折峠

からの登山者が多い。 

近くて遠い駒の小屋。赤い屋根が見えて

も遠い・・ようやく小屋に到着したら人人人。 

こんなに登っている人がいたんだあ

～ 

夕飯は皆で持ち寄った具材で闇鍋。 

前回は6月で雪解け水がこんこんと溢

れていましたが、9 月の今回はカラカ

ラ・・かなり下まで水を汲みに行くことに。雪って大事。命を

育む。 

とにかく、小屋も満員以上で通路にベニヤ板で寝床を作ってい

ただき寝返りもままならい中おやすみなさい・・ 

翌日、越後駒ケ岳の山頂にアタック。素晴らしい景色でした。

越後の山山々、どこまでも縦走できちゃいそうな・・そんな錯

覚を覚えました。 

あとは、来た道を今度はひたすら下る下る。 

お疲れさまでした。 

銀山平温泉♨で疲れを癒しました。  
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小川山？東股沢 野猿返し 
9/15                          L:長田 一樹  会員外 

林道駐車場 8:45→渡渉→9:10 取り付き 9:20→10:50 5P スタート地点 11:05→12:30 9P スタ

ート地点 12:55→13:20終了点懸垂下降 13:30→渡渉→14:20駐車場 

 

烏帽子岩左稜線を開拓したガイドさん達が、また新しいルートを開拓したらしいと聞いて行

ってきました。 

トポはあるようですが、公開されていない為、手

に入らなかったので取り付きの位置と終了点から

の下降方向と距離だけ確認して行ってみることに

しました。 

 

渡渉は、大きい堰堤と小さい堰堤の間か、小さい

堰堤の下から出来ます。所々にケルンがあるので

迷い難いですが、踏み跡は沢山あるので踏み跡追

って行くと迷うかも（汗）実際違う方向に行きか

けました。 

 

細かい事を書いてしまうとこのルートの醍醐味が

薄れるので、敢えて委細は書きません。 

支点は 10P通して、1P目の上部にハンガーが一箇

所あるだけです。終了点は最終ピッチの懸垂下降

支点のみです。 

ですので、各自カム 1セットは必要になりま

す。（マイクロ系もあれば便利）それと長目

のスリング（あれば 180cm 以上） 

奇数ピッチが美味しいピッチで、偶数ピッチ

は歩きや下りが多いです。 

 

花崗岩で、自分達で行く先を見つけながらク

ラックにカムを決めて行くルート 
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ですので、ルート取り間違ったりすると、

どうしてもジグザグしてしまうので、マ

ルチ慣れしていないと変な方向に行った

り、ダブルロープの処理が上手く行かず、

屈曲してロープが極端に重くなって引き

上げに時間かかりますので注意です。 

 

終了点からは右手方向に 20ｍ懸垂下降で

着きます。その後は概ね明確な踏み跡を

たどって降りられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回は他にパーティーが居なかったので本当

に自分達でルート見極めて登って行く、初登

の気分を味わえて非常に充実しました。烏帽

子の左稜線も変化に飛んだ良いルートですが、

こちらは絶景とルートファインディングが楽

しいルートでした。 
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平ケ岳 

 

記：村上 綾 

〇日程 ２０１９年 9 月 16 日（月） 

〇メンバー Ｌ山崎（寧）、新島、村上 

〇コース 中ノ岐林道終点登山口５：４０→玉子石７：３０→平ケ岳山頂８：４０ 

→池ノ岳９：２０→登山口１２：００ 

      

前日に越後駒ヶ岳から下山し銀山平の民宿に前泊しました。民宿と言ってもコテージを１

棟貸し切りだったため、リゾート気分を味わえました。翌朝４：００に民宿の車で１時間３

０分、奥只見湖沿いの道からダートな林道を 1 時間半で進み登山口に着きました。 

民宿の方から、「２時間の登りを頑張って。」と声をかけられスタートしました。すぐに急

登の道になり、ところどころにある「そろそろ疲れたころですね。」とか「まだまだ。(笑)足

を動かせ！」などという看板に叱咤激励されながら歩きました。急登を登りきると、そこは

金色の草紅葉の中を木道が伸び、高層湿原が広がっていました。有名な玉子石のそばで、民

宿のお弁当のゆでたまごを記念に食べました。池塘と玉子石とゆでたまごでのんびり気分に

なりましたが、まだ山頂を極めていないことを思い出し、山頂を目指しました。池塘を見な

がら木道を進みひと登りすると山頂に着きました。霧雨のような雨が降りだし、遠くの山々

は見えませんでしたが、靄がかかり神秘的な雰囲気の山頂でした。 

「集団行動ですので、送迎の車に遅れないように」と民宿の方の言葉があったので、下山

はてきぱき歩き、集合時間より前に登山口に到着しました。 

いろいろ準備し皆をまとめてくださったリーダーの山崎寧子さん、山のお話をたくさん聞

かせてくださった新島さん、下山後のお昼ご飯を準備して待っていてくださった遠藤さん大

変お世話になりました。今回はプリンスルートで登ったので、平民ルートでも挑戦してみた

いなと思いました。 
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記：榊原奈歩 

本富岳（モッチョムダケ） 

 

山行日：2019 年 9 月 23 日 

メンバー：榊原奈歩（L）、他会員外 1 名 

コース：千尋滝展望台（8:00）-300m（8:06）-400m（8:18）-500m（8:32）-600m（8:52）-万代

杉(9:06)-700m（9:15）-モッチョム太郎(9:44)-山頂(10:53)-（休憩 0:30）-千尋滝展望台（13:50） 

コースタイム：6h 

 

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

“屋久島にきたけど台風で行ける場所が限られる”、と半ばアウトドアはあきらめかけていたが、

帰着日にどこかにいこうと島民の友人と急遽モッチョム岳にいきました。 

キリッ！と険しい外観と登山口から世界自然遺産に指定されており、時間が短い割に標高差600m

はあり、崖っぷちのトラバース、苔の綺麗な沢、屋久杉にも会うことができ盛りだくさんですが、

宮之浦岳とくらべたらマイナーな山。この日の入山者は 4 名のみ。皆さん、王道に行った？と観

光地とは思えないほど見事な閑古鳥の鳴きっぷりです。登山道は割と整備されています。 

 

登山口前の売店で売切れ必至の“かからん団子”を Get して山のおやつに！！ 

最初の 30 分は蒸し暑さときつい登りに体が慣れず、9 月の南国の低山に来た事に後悔気味。 

屋久杉（万代杉やモッチョム太郎）や山頂の大きな岩をよじ登るのはとても楽しいのですが、私

の大敵ヒルの襲撃にここまであうとは想定外でした。 

上から、下から攻撃をされ、よじ登ったズボンの繊維の間から中に入ろうとするヒルを見てギャ

ーギャー大悲鳴をあげながらの山行です。一体何匹とりつかれたのか記憶は定かではなく、休憩

したら、ヒルの攻撃を受けるのでとっとと逃げるのみです。 

唯一、山頂のみヒルがいなくて平和。 

島のへり側にある山を前岳と言うそうですが、ここは冬でも雪が降らないので寒い時期に登ると

ヒルに遭遇せずよいではないでしょうか。 

宮之浦岳などは奧岳というそうです。 
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万代杉を見上げます         モッチョム太郎 

（モッチョム花子は旧登山道にいるようです） 
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日和田山 

 

                                                             記：澁谷 久美子 

◆山行日：令和元年 9 月 25 日 

◆山行者：L 澁谷・杉山・兼堀(善)・兼堀(恵)・下川・中島・新庄・森(花)・福田  9 名 

◆コース：南越谷(6：32)～新秋津(7：07)～秋津(7：18)～飯能(7：53)～高麗(8：00) 

     日和田山登山口(8：30)～(1ｈ)日和田山～(20 分)高指山～(30 分)物見山～ 

     (40 分)北向地蔵～(40 分)ユガテ～(1ｈ30)～東吾野駅 

 

埼玉百名山 日和田山が忘年山行でとの下見を兼ねて 9 月の彼岸花、巾着田を楽しみに 

行ってきました。 

ところが、行きの電車でアクシデントがあり、高麗到着が 1 時間遅れました。 

久しぶりの山行の中島さん・新庄さんと参加いただき巾着田、男坂の岩場を登り日和田山 

からは日高市街地の一望を楽しんできました。 

途中のトイレ、ユガテと確認して下山しました。下見山行に同行していただいた皆さんありがと

うございました。 

本番 12月 8日（日）もよろしくお願いいたします！！ 
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（2145.3m）  
                       記：小野寺英子 

山行日：2019 年 9 月 25（水）～26（木）日 

参加者：L 小野寺・山本・和田・石井（文）・小林（い）・平野（祥）  

一日目 

独協大学西口 5：30＝＝関越道＝＝上越道＝＝塩沢ＩＣ＝＝小赤沢三合目登山口 9：40 

登山口 9：50…平太郎尾根分岐 13：55…苗場山神社分岐 14：31…苗場山山頂 15：00 

 7 月の計画以来 3 度のキャンセル、4 度目にしてやっとお天気に恵まれ山頂を踏んだ。 

本当にお天気に悩ませられ、リーダーとしては絶対に忘れられない山行になった。 

キャンセルの度に栄村秋山支所の方々は大丈夫ですよ～と明るく「今度はお天気だと良いで

すね…」と答えて呉れるのには本当に救われました。 

新潟の津南町を経て長野県の栄村秋山郷の小赤沢登山口にやっと辿り着いた。 

駐車場には意外と車が入ってた。このコースは日帰りの登山者が多いようです。 

登山届を入れて出発！空は快晴だが、雨が上がったばかりのようで大分濡れてた。 

樹林帯を 4 合目過ぎた頃から早くも下山して来た人に会う早い時間に登ってるようだ。足元

を見ると泥だらけ！慌てて私達もスパッツを着ける。 

5 合目位までは木の根っこがあり、5 合目を過ぎた辺りからは岩場が出て来たりして、 

鎖が何か所も現れてきたが難しいと言う程の事は無かった。 

5 合目から 6 合目までは 25 分と有るがとんでもなく長く、合目間隔の時間が案内版の時間の

様にはいかず、ひたすら樹林帯を抜けるまでが長かった。 

坪場湿原でやっと開けたが少しガスって来てしまった。木道は新しいのはとても歩き易いが

古いのは傾いたり、壊れて落ちてたり、ギッタンバ

ッコンとシーソーのような所が有ったり、山頂まで

木道歩きとルンルンで居たが甘かった！ 

樹林帯に入った途端に水たまりの大きな岩を渡り

歩き木道が出て、又々岩場の渡り歩きを数回繰り返

し、小屋はいったい何処にあるの？つい愚痴ってし

まう。だが湿原に出た途端に草紅葉と真っ赤に色づ

いた紅葉にびっくり！！思いがけない風景でした。 

苗場神社の分岐を過ぎるとヒュッテも見えルンル

ン鼻歌気分です。山頂はヒュッテから 1 分で、平成

10 年入会した年に泊まった 

游仙閣が有った場所だった。全くの更地で何か寂しい感じでした。 

苗場山 

薄曇りの山頂 
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ヒッュテ前で 

意外と小屋は混んでて、団体さんもいる様子でした。 

２階に落ち着き気分の良い酒盛りです。お天気が回復し夕焼けが見え、窓からの湿原と池塘

がキラキラと光りとっても綺麗だった。明日の好天気を約束して呉れてるようでした。夕食

はカレーでお替りも出来て美味しかった。消灯前に眠りについた。 

二日目 

小屋 7：40…山頂散策 8：00…苗場神社 8：30…坪場湿原分岐 9：00…登山口 13：00 

朝 5 時半ヒュッテからすぐのところで綺麗な朝日を見る事が出来た。 

素晴らしいお天気です。朝食はサラダやおかずが数品あって美味しかった。 

ゆっくりと山頂を散策し苗場神社に無事下山の

お参りをして歩き出す。見渡す限りの山々と青

空と紅葉と草紅葉、そして沢山の池塘…が湿原

とマッチしてとても素敵！！ 

昨日はゆっくりと見られなかった湿原の中を楽

しみながら、そして惜しみながら歩く、この風

景から帰りたくない気持ちでした。 

坪場湿原を過ぎると樹林帯に入り、ひたすら岩

場の下りで緊張の連続で長かった。お天気は最後まで快晴でした。 

下山してみれば登りと同じ位の時間が掛かってた！いやぁ…参った！ 

後は登山口から近い楽養館でお風呂です。何か雰囲気の有る建物で、お風呂が茶色く一面湯

花が薄氷が張ったみたいで入るのに躊躇した…が、この状態が【一番風呂】の証だそうです。

初めての貴重な体験でした。途中遅めの昼食を済ませて帰路に着く。 

下山してからの長い時間の運転大変お疲れ様でした。 

参加の皆さん度々の変更にも掛からわずお付き合い下さり有難う御座いました。 

 度々の予定変更でメンバーの変更も数回あり、楽しみにして貰ってた人が行けない状態に

なってしまったり、申し訳ない事をしてしまいました。本当に御免なさい。 

来年、私が元気だったらきっとお花の時期にご一緒させて貰います。 

今から【ニンジン】をぶら下げて気持ちを持続出来るように努力します…ね（笑） 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

見事な朝日 
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  埼玉百名山  不動山・雨乞山・陣見山 

                                 記：山口 敏雄 

★ 日    時 ２０１９(令和元)年９月２６日(木) 

★ メンバー L山口(敏)、山﨑(正)、澁谷、兼堀(善)、出口 

★ コ ー ス 草加駅5:42～6:32羽生駅(秩父鉄道乗換)6:41～8:01野上駅～洞昌院～射撃場手前

登山道入口～大黒天～苔不動・石尊様分岐～苔不動～不動山(549m)～雨乞山(510m)～榎峠～

陣見山(531m)～榎峠～野上下郷石塔婆～樋口駅15:58～17:15羽生駅(東武鉄道  乗換

)17:41～18:00久喜駅18:05～18:37草加駅  

 

 当初は不動山・雨乞山・陣見山と鐘撞堂山の４山縦走計画であったが、コースタイム８時間を

要する長丁場であるため、４月６日に鐘撞堂山を終えて今回は残る３山のみの山行となった。 

 ８時１０分に野上駅前の宮澤賢治歌碑を後にし、長瀞七草寺の萩の寺洞昌院にて終わりかけの

萩を見て、射撃場分岐の登山口から登山道に入り、射撃場のフェンス沿いに進み大黒天の左を進

み、９時３０分に苔不動・石尊様分岐に到着。 

 昭文社のマップでは破線ルートであ

り、荒れた登山道を赤テープを探しなが

らの急登５０分で苔不動到着したが、実

にきつい登りであった。後はなだらかな

山上の尾根歩きであり、本日の山行の半

分は終わったも同然。 

１０時４０分に最高点の不動山山頂

(549m)に到着するも林の中で眺望は無

し。約１時間で雨乞山に到着する。頂上

のパラグライダーの発進場から正に飛

び立ったばかりで、はるか遠く計４機が

舞っている。 

 我々が昼食の間中に最後の一人が風

待ちをしているが、良い風が来ずに飛

び立つことは出来なかったようである

。陣見山への途中の榎峠で我々を車で

追い越して降りて行った。 

 今回の山行３番目の陣見山には 

１３時３０分に到着し、記念写真を撮

り榎峠に戻り、野上下郷石塔婆を目指

して下山するも、途中で山道が見つか

らずにやみなく林道を下った。１５時  
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２０分に、日本最大の青板石塔婆を拝す

ることが出来た。（応安２年―６５０年

前に建立、仲山城城主阿仁和直家の追善

供養碑）暫しの休養の後、樋口駅 

を目指しつつ、ビール販売店を探すも駅

に着いても一切無し。計画より早く樋口

駅に着き、１５時５８分の電車に乗り、

羽生にて東武線に、久喜にて中央林間行

き電車に乗り換え草加駅に１８時３７

分に無事帰着することが出来た。 

 不動山への登りは踏み跡も薄い荒れ

た登山路であり、事故もなく無事に登り切ることが出来、同行の皆様に感謝、感謝！ 

 榎峠からの下りは車道を横切る下山道が途中で不明の為思ったよりも要してしまいましたが、

計画通りの時刻に帰草することが出来

ました。  

 草加駅西口のガストで生ビールでの打ち上げと

晩飯を食べて散会した。参加してくださった皆様

有難うございます。 
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日和田山 男岩 女岩 岩トレ 
                                

  青木 麻子  

9/28   L:長田一樹 SL:沼田真澄、出口栄子、青木麻子、石川浩道、榊原奈歩、会員外  

駐車場 7:15→7:35岩場→岩トレ開始 7:40（途中昼食休憩 40 分）16:30 終了→16:50駐車場 

 

ジムに通いだしたりして、本格的にクライミングをやり出してから、初めての岩トレです。 

今回は日和田山の男岩と女岩での開催でした。 

 

 

 

 

リーダーには、「もし自分がリードクライミングで登りたいなら、自分のロープを持って来て」

と言われたので持って来たのですが、ロープって重たいんです。 

9 月も末なのにかなり気温も上がっていて駐車場から岩場までのアプローチで既に四苦八苦

していました（汗）リーダーが道を間違えるから余計に歩くしプンプン٩ (๑òωó๑ )۶  

 

岩場に到着後はリーダーや沼田さん達にトップロープを次々と張り替えて貰い、色々なルー

トを登る事が出来て凄く充実した岩トレでした。色々と教えて貰いましたが、その中でも自

分自身で重要かなと思った事を書いてみます。 

 

◎足を置く箇所（スタンス）を探すのはとても難しいけれどとても大事。 

◎そしてそのスタンスに、つま先で岩の感覚を意識して乗るように。なかなか出来ないけど、、、 

◎ボルトや終了点が安全かどうかの見極め、間違いのないロープワークやギアの使い方をも

っと学んでいきたい。 
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最後にお風呂入って（なっちゃんタオルありがと

う！）帰りにみんなでカレーを食べて充実した一日

でした。 

 

色々とご指導してくれたリーダー、サブリーダー、

ご一緒してくれた皆さま、ありがとうございまし

た！ 

 

汗をかきながら辛い思いして持って行ったロープ

なのに、リードクライミングをする勇気が無くなり、

トップロープで登ったのに最後まで登れないとか

（登れたルートもあります笑）悔しい事や辛い事も

ありましたが、それ以上に楽しい事、嬉しい事、新

しい発見があった岩トレでした。 
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大菩薩嶺・峠（２０５７ｍ） 

記：兼堀 善和 

 

日  程 ２０１９年１０月２日（水） 

メンバー Ｌ兼堀（善）、兼堀（恵）、森（花）、澁谷、井口、尾崎 

コース  獨協大学前駅５：３０～中央高速勝沼ＩＣ経由・８：１０上日川峠駐車場 

     ～８：５０福ちゃん荘～１０：１０雷岩～１０：２５大菩薩嶺～１０：３５ 

     雷岩～１２：１０大菩薩峠～１２：５０石丸峠～１４：２０駐車場 

 

 女心と秋の空とはよく言ったもので、今回の山行も天気に悩まされ二転三転、一時は中止

のメールをしたが天気の回復待って決行した。 

 中央高速もすいていて、ほぼ予定通りに上日川峠駐車場に到着、雲はあるものの天気 

良く風のない絶好の山行日和、さっそく支度して福ちゃん荘に向け出発、唐松尾根を登って

雷岩に到着、ここで目にやさしい苔を皆で眺めて、後ろを振り向き富士山とご対面、いい眺

め、荷物デポして大菩薩嶺に、大菩薩は昨年６月依頼１年３か月ぶり。 

 賽の河原まで行く途中にリンドーが非常に綺麗に

咲いていた、賽の河原を過ぎ小屋の途中の木陰で昼

食、今回はインスタントラーメンを作った、外気温

１０度程度の中ラーメン美味しかった。 

 大菩薩峠から降りる予定だったが、天気も良く石

松峠まで足を延ばし、ここから下山 

いい眺めであった、やっぱり平日登山が良い人が少

なくて。 

 やっぱり大菩薩はいい山だあ・・・・・・ 
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宝登山  

記 松田弘一 

山行日 2019 年 10 月 5 日 

 

メンバー 松田（弘） 

コースタイム 谷塚駅 5：39 野上駅 7：56 長瀞アルプス登山口 8：24 

野上峠 9：10 小鳥峠 9：19 宝登山 10：18 長瀞駅 11：45  

 

５ヶ月ぶりの登山に行ってきました。体調不良でしばらく山はお休みしてました。 

体調が良くなってきたので尾瀬バスハイクに参加できる体力があるのか、どうか？ 不安を解消

するために試しに行ってきました。  

野上駅で準備をして、のんびりペースで舗装路を歩き出しました。天気は快晴。 

登山口に到着、樹林帯、林道を通り気持ちが良い風が吹いて歩きやすかったです。道も整備され

ていました。 30 分後に休憩と考えていたけど疲れていなかったので 60 分後に休憩。     

山頂手前で階段が出てきて登ると山頂に到着！ 武甲山、両神山が見えました。 

 

下山後、体調、体力は OK でした。  尾瀬バスハイクに参加します。よろしくお願いします。 
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■ 乾徳山／頂上岩壁第一岩稜■ 

記：西島 淑実 

 

・日程：令和元年 10月 6日（日） 

・メンバー：L長田 一樹、山田 朗子、西島 淑実 

・コース：草加駅 5：30出発→大平荘駐車場 8：00→月見岩→9：50鳳岩（頂上直下鎖場取り付き）

トラバース→10：00頂上岩壁第一岩稜→10：20登攀開始→頂上までを 2回転→12：30同ルート

で下山→14：30大平荘駐車場→温泉立ち寄り→帰路へ 

 

 

リーダー部山行で乾徳山の頂上岩壁第一岩稜にてクライミングをしてきました。ゲレンデでは無

い岩壁でのクライミングも乾徳山に登るのも初めてで、行く前からドキドキでした。好天を期待

しましたが天気予報は傘マーク…前日ギリギリまでメンバーで相談し、現地の予報では何とか大

丈夫そう！とのことで決行していただきました。 

出発してからの道中はザーザー降りでしたが、山梨に入ってからは雨も止み薄日も射してきまし

た。大平荘駐車場に到着し、準備を整えて登山開始。クライミング装備にロープを担いで登るの

は初めてでしたが、同行の山田さんも私も重いザックは全く問題無く大丈夫でした。取り付きま

では普通に登山し、頂上直下の第一岩稜に到着。この壁を登るのか〜と眺めつつクライミングシ

ューズに履き替え、装備を整えてダブルロープでの登攀開始。トップの長田リーダーがスイスイ

登って行きます。途中からは姿が見えなくなってしまうため、ロープの感覚とトランシーバーで

合図を取りつつ二人も後に続きました。落石に十分注意しながら一手一足ずつ慎重に、こんな岩

壁登って下を見たら怖いかなと思いましたが、ガスっていたお陰で恐怖感は感じませんでした。

ピーカンのお天気なら大きな富士山が見えたのにちょっと残念…。長田リーダーにロープワーク

やアルパインクライミングについて実践で色々と教わり、今後に繋がる良い経験となりました。

ジムやゲレンデでのトレーニングをしっかり積んで、クライミングや岩稜帯での登山を安全に楽

しみたいと思います。長田リーダー、ご指導に大渋滞の中の長時間の運転ありがとうございまし

た。山田さんのパワフルさにも色々と刺激を受けました。また一緒に登りましょう！  
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記：榊原奈歩 

紅葉の栗駒山へ  

山行日：2019 年 10 月 5 日－6 日 

メンバー：榊原奈歩、他会員外 1 名（L） 

コース：1 日目 

須川温泉（10:50）-須川分岐（11:50）-須川岳（13:20）-須川分岐（14:10）-須川温泉（15:00） 

   ：2 日目 

いわかがみ平（10:50）-東栗駒山（12:00）-須川岳（13:00）-いわかがみ平（13:50） 

コースタイム 1 日目：3.2H、2 日目：3.0H 

去年から、紅葉は栗駒！と密かに考えており山の師匠と共に出かけてきました。 

東北は毎年恒例ですが、師匠と東北を旅すると必ず雨、今回も期待を裏切らず雨、雨、雨

  

初日はガスガス、視界が悪すぎです。 

こんな天気のため、あまり人にあまり会うこともなく、ビュービューの風に吹かれて早くも

諦めモード。ルートをショートカットし、ささっと下山をして温泉に入りにいくことに。山

頂で支柱が折れたテントを一人担いで登ってきた男性と話しをしたくらいでした。 

そして明け方まで、雨がずっと降り続き 2 日目の山行をどうするか考えていました。 

 

2 日目、焼石岳に行く予定でしたが、栗駒より紅葉が少し遅いという情報もあり、ここまで

来たからには栗駒の紅葉を見ないとまた来年来なくてはならない！と布団の中で話し合いの

結果、急遽 1 日目と異なるルートで栗駒を目指すことに。登山開始時刻を調整して、晴れの

栗駒を狙います。 

避難小屋前の駐車場はすでに満車ことで、シャトルバスで登山口に。大雨の後で登山道は荒

れていましたが、徐々に晴れて栗駒の綺麗な紅葉が迎えてくれました。昨日とはがらりと変

わり山頂に沢山の人が。 

下山は 2 人で人を避けてトレラン状態、あっという間に下山。 

今年は紅葉が遅め、あと 1 週間後が見ごろ？という感じでしたが、晴れの栗駒に行けとりあ

えず悔いなく終えました。さて、来年はどこに行こうかな。 

 

青空と紅葉、少し早い・・          草紅葉 
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   （奥州白河の関の北方）  関山（せきさん） ６１９ｍ 

                                記：山口 敏雄 

★ 日    時： ２０１９(令和元)年１０月６日(日) 

★ メンバー：L鈴木(廣)、澁谷、兼堀(善)、兼堀(恵)、山﨑(正)、八並、平野、森(花)、        

       小林(い)、山口(敏)          

★ コ ー ス： (車利用＝鈴木・兼堀) 獨協大学前駅西口5:25発～外環・東北道～白河IC         

      ～白河市街～関山駐車場9:00着～滝不動～満願寺(関山山頂)～鐘楼・社務所   

      ～山上駐車場～硯石下山道分岐～車道出合～車道歩き～関山駐車場分岐方面 

★ 昼食・観光 とら食堂(白河ラーメン元祖)、白河関、小峰城趾 

 

 想定外の雨の降る中、草加を出発し、東北道を順調に走り、白河市街を抜け国道２８９号から

関山駐車場に９時到着。 

 小雨の中、車道を進み烏天狗の道に入る。滝不動尊からは麓から見たなだらかな山様にしては

結構な急登の連続。それでもあっけなく９時３０分には山頂の成就山満願寺光明院に到着し、 

参拝して小休止。 

 満願寺は１２８９年前の天平２年に聖武天

皇の勅願により行基が光明皇后の守本尊の正

観世音を奉じ創立したとのことである。俳聖松

尾芭蕉は「奥の細道」の途路に参拝しており、

句碑があった。観音堂裏の山頂からは天気が良

ければ那須連山と白河市街が望まれる筈であ

ったが、生憎の雨で眺望は一切無し。また白河

楽翁松平定信公歌碑があり、観音堂に続く石段

の側には左に正観世音菩薩、右に剣を持した不

動明王、真ん中には印を結んだ大日如来座像が

鎮座しており、苔むした姿は何とも言えない風

情があった。山頂で記念写真を撮り下山開始。１６６５年に白河城主本田忠平が寄進し、国の重

要美術品指定を受けているとの銅鐘を撞くと実に良い音が響き渡る中、社務所を過ぎ山上の駐車



 

35 

 

場から硯石摩崖仏を目指して下山すること３０分で車道出合に到着。 

 人家も無く人もいない。案内板も無く途方に暮れてしまった。通りかかった車を止めて聴いて

も道は不明で舗装道路を前方に進むしかない。約１時間２０分の車道歩きで関山駐車場方面への

分岐にて案内板を発見。我々が疲れて休んでい

る間に鈴木さんと兼堀さんが車を回収して来

てくれた。有難うございます。 

 昼食だが山﨑さんによると近くに白河ラー

メンの元祖の人気No.1の店があるとのこと。田

圃道の先に異様な光景が出現。駐車場は県内・

県外ナンバーの車であふれ、順番待ちの人達は

スマホ片手にたたずんでいる。約２時間の待ち

時間ということで、受付に記帳してから近くの

「白河関跡」に向かった。 

 白河の関は鼠ヶ関、勿来の関と共に奥州三

関の一つに数えられ、奈良時代から平安時代

に京都から陸奥国に通じる東山道に設けら

れた関所で、白河駅から南方１２ｋｍ、栃木

県境から約３ｋｍの山間にあり、奥州の入口

とされた所である。古来、能因や西行法師に

より歌枕の地として都の文化人の憧れの地

となり、松尾芭蕉も訪れており、私にとって

も一度は訪ねたいアコガレの地でした。 

 白河神社、中世の土塁や空堀、巨大な藤蔓

、従二位の杉の奥に白河関の森公園があり、芭蕉・

曾良の像の先に江戸時代の番所があった。 

 江戸城の百人番所に良く似た建物で、中には裃人形の横目付、番頭、番士の紙人形が飾られ、

横に白河歴代の阿部、松平、本多、丹羽家等の家紋のついた２０張の提灯が飾ってあった。 

 番所の上方に萱葺屋根の移築農家が有り、私の生家と同じ様な造りで実に懐かしく昔を偲ぶこ

とが出来嬉しかった。 
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白河ラーメン人気人気No.1の元祖・源流・総本山・総本家のラーメンファンの聖地「とら食堂」

に戻り、待つこと暫しで憧れの「中華そば」(７５０円)を食し、美味しく完食。 

 １５時過ぎに小峰城址公園(白河城)に着

くと、２０人程の中国人観光団が記念撮影

をしており、何処から来たかと尋ねると台

湾の台北からだと言い、実に賑やかな一行

であった。 

 小峰城は北東北の外様大名に対する江戸

防衛で「奥州の押さえ」としての城であり

総石垣造りの平山城で、盛岡城、若松城と

共に「東北三名城」の一つであり、日本１

００名城の一つでもある。 

 天守に相当する三重櫓は戊辰戦争で焼失

し、東日本大震災により石垣・曲輪の一部が崩壊したが、平成３年に三重櫓数少ない木造復元天

守として復元され、石垣は平成２７年に修復が完了し、全体が国の史跡に指定されているとのこ

と。 

 １５時４０分過ぎに見学を終え白河ICより草加に向かい、高速道路は混んでいたが２０時前に

無事草加に着いた。 

 運転してくれた鈴木さん、山﨑さん、兼堀さん、御苦労様でした。関山は有名ではないが、古

い歴史の名山であり、念願の白河の関・小峰城、それに思いがけない白河ラーメンの山行と盛り

沢山で企画してくださった鈴木さん、同行の皆さん、有難うございました。 

 なお、出発にあたり鈴木さんの発案で多面体のサイコロを転がし山口が山行記録担当になりま

した。冗長冗文を謝します。 
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屋根岩 2峰セレクション 

マルチピッチクライミング (小川山) 

山崎寧子 

 

 

日： １０月７日 

メンバー：  L山崎寧子、会員外 

行程： 

全５or６ピッチ グレード 5.8 花崗岩 取り付き到着 6:30 7:00登攀開始 

１、2：5.7-5.8 クラック～スラブ各所にポケットあり 

3：5.5 チムニーを抜けてチョックストーンを目指す 

4：5.8 クラック直上 

5：5.7 一度ルンｾﾞを下り、ハング下をトラバース後ホフク前 

6：5.7 Ｙ字クラックの左側 5.9  右側（オリジナルルート）5.7 

下山は、懸垂下降 

 

感想：  220191007 月曜日 小川山セレ

クション   

初級マルチピッチ 全 6 ピッチ 花崗岩 

クラックとスラブが面白いルート。 

クラックの楽しさに目覚めた瞬間、 

体中が、「ドキドキ」で、 

笑いが、笑いが、笑いが〜。 

スラブの緊張感が、汗、汗、汗。 

頂きを取り巻く岩峰たちと 

快晴の空と風が 

「お疲れさま〜」 

「下山の懸垂下降も、楽しいよ〜」 

と、語りかけてくれてるようだ。 

「座ってやすみなよ」 

というパートナーの笑顔に、 

「気持ちいいね〜」 

と、ひと呼吸。 

伝わってくる「大きな安心感」に、 

ノビノビと登ることができた。 

ありがとう〜楽しいねぇ。 
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10 回目の 安 達 太 良 山 (1699m) 

                 (福島県猪苗代町・二本松市)   記：山﨑 正夫 

【日 程】2019(令和元).10.8(火)～9(水)   

【天 候】1 日目＝曇り後雨 2 日目＝晴れ 

【ﾒﾝﾊﾞｰ】Ｌ．山﨑正夫、会員外2名 

【ｺ ｰ ｽ】 

   10/8 草加駅 6:30－外環道路―東北自動車道－郡山 JCT―磐越自動車道―磐梯熱海 IC－―

母成ｸﾞﾘｰﾝﾗｲﾝ―中の沢温泉―沼尻温泉―10:20 沼尻登山口 10:30～10:50 湯の花採取

場～12:25胎内岩～しゃくなげの塔～13:10鉄山避難小屋13:30～鉄山～馬ﾉ背～峰の

辻～15:20 くろがね小屋(泊) 

   10/9 くろがね小屋 6:50～峰の辻～11:30 奥岳登山口 12:30―タクシー―13:10 沼尻登山口

―13:30 入浴(のんびり館)14:30―往路を帰る―19:00 草加駅 

【経 費】高速道路＝5,920 円×2＝11,820 円、タクシー9,710 円、ガソリン 5,740 円、 

    宿泊費(2 食付)6,600 円、入浴 700 円  一人当たり 16,396 円 

 昨年の安達太良山山行は好天に恵まれて素晴らしい紅葉も楽しめた。再度、訪問しよう 

と春から計画。昨年参加の会員外の一人とその同僚の一人が山小屋という所に泊まってみ 

たいということで、本年はくろがね小屋泊とした。例年のとおり、５０人定員のくろがね 

小屋は１０月中は早くから予約で満員状態。天候の崩れが危ぶまれたが、参加者の仕事の 

都合で予定どおり出発。順調に沼尻登山口に到着。幸い、曇ってはいるが、雨は降ってい 

ない。天候が悪くなる予想なので、樹林帯の多い湯の花採取場・胎内岩コースから回るこ 

とにする。白糸の滝、沼尻温泉の熱く量の多い温泉源を見ながら、胎内岩を潜り、順調に 

鉄山避難小屋に到着。昼食を摂る。小屋を出るころには、雨が降り、風も強くなってきて 

いる。雨具を着け、出発。鉄山の頂上に行く頃には風が強くなっている。馬の背を通る時 

には更に風が強くなり、吹き飛ばされそうになりながら歩く。先頭の私が風で５０cm位飛 

ばされたと思ったが、後で見ていたメンバーは１ｍは飛ばされたと言う。ようやく峰の辻 

まで来てホッと息をつく。くろがね小屋に３番目のグループとして到着。15:50に最後ガ 

イドに連れられた２０人程度のグループが着く。他はキャンセル。ゆったり温泉に入り 

１７:３０から夕食。２０：００には就寝。夜中は雨と大風であった。 

 翌朝５：３０から朝食。山頂に向かって出発。峰の辻から山頂を目指すが、稜線は霧の 

中で、風が前の日よりも強く、中々前に進めない。初心者の二人を連れているので、奥岳 

登山口に降りることにする。途中で馬車道に合流。奥岳登山口に着き、タクシーで沼尻登 

山口に向かうことにする。待つ間にレストハウスで食事を摂る。車に戻り、途中入浴し、 

草加に帰る。 

 山頂や船明神山に行かれず残念であったが、強風の中、無事に下山することができ、１ 

日目に良い景色を楽しみ、更に快適な山小屋を体験し、喜んでもらえ、取りあえずは良い 

山行となった。 
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小野岳・八海山（温泉山行） 

山本 理郎 

 

 今回の山行は退会したK氏の「どこか紅葉を見に温泉でも行こうや」という発案からはじま

った。ならばと会津の東山温泉+小出の大湯温泉を組

み合わせ、格安の伊藤園 Gのホテルを使い、登山が

したい人は近場の山に登るという、2泊 3日の高齢者

御用達の山行計画である。 

（1日目）……小野岳登山→東山温泉 

（2日目）……浅草岳→大湯温泉 

（3日目）……八海山→帰路 

ところが、発起人の K氏が体調不良で、不参加と 

なり観光組の「アッシー」が無くなってしまった。幸

いにも登山計画はすべてピストンコースであり、登れる所まで行って下山をするという事で、

観光 

組の了解を貰い出発した。 

 

1日目は阿部さんの山行報告の通り、全員で山頂 

を踏み、順調な旅の始まりであった。ホテルに着くなり、ビールで乾杯！！。温泉に浸かり、

夕食時に皆さんの前でリーダー本人が卒倒してしまった。貧血だったらしく暫く床に伏し事

なきを得ました。そんな訳で 2日目の浅草岳はメンバーの皆さまからもご心配を頂き、倒れ

た本人も登山中の再発に一抹の不安を感じ、会津観光に切り替えてもらいました。 

浅草岳も登ってみたいと言っていた黒ちゃんを初め、メンバーの皆さまに、この不始末を改

めてお詫びいたします。 

（後日談ですが、帰宅後すぐに医者の診察を受け病気でないことを告げられ、「高齢者が酒を

飲んで風呂に入る」なんてもっての外と叱られたが、内心ホットした次第です。） 

3日目は恵美子さん山行報告とおり。大きな災害を起こした台風 19 号が近づいてきており、

だんだん雲行きが怪しくなってきたので、元気組は女人堂まで、高齢者組は女人堂下の岩場

までで早々に引き上げる事にしました。 

【観光写真】 
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1 日目・小野岳「1383ｍ」 

記・阿部芳夫 

 

☆日時・・・・・ 一日目・２０１９年１０月９日「小野岳」編 

☆メンバー・・・ L 山本・兼堀（よ）・和田・小野寺・兼堀（え）・石井（ふ） 

・黒澤・杉山・渋谷・鈴木（里）・阿部 

☆コースタイム・ 獨協大学駅前５：３０出発＝外環＝＝東北道＝＝大内登山口駐車場 

９：００頃着～９：１５発～～小野岳大内登山口９：３０発～～ 

鉄塔下休憩１０：００～１０：２０～～小野岳頂上１２：００～ 

昼食～１２：３５下山～～登山口下山１４：４５～１５：００＝＝ 

車で東山温泉ホテルに向かう 

 

 ５：３０頃獨協大学駅前を出発して外環から東北道を通り小野岳登山口駐車場に９：００

頃着皆で登山の身支度をして出発。林道を登り始めて間もなくの所で石井文さんが「その辺

にアケビがあるよ」と言い出した、良く周りを見ると「あ

るある」、アケビが結構上の方にぶら下がっている、皆で

「ストック」で枝を引っ張りながら口のあいてる物を取

り食べた。「美味しい」それこそ何十年ぶりに食べた、小

さい頃田舎ではよく食べたものだった、小さい頃を思い

出しながら食べた、懐かしくおいしかった。そのまま少

し登るとクリやクルミなども結構落ちている、拾ったり

して少し登ると「小野岳大内登山口」の道標が立っている、ここから本当の登山道らしい。

登り始めるとじきに水場がある沢の口から「とよ」で手前の方に持ってきてある、手なども

洗える。さらに登っていく杉やブナ等の林の中を進む、特にブナの大木がたくさん植わって

いる、見事な大木もある太くて根元近くが大きく曲がっている、大雪のせいだろうと思う。 

急登もあるがゆっくり頑張って登っていると鉄

塔が見えてきた。ここでゆっくり休憩して又登り

だす。展望は時々よく見える所もあるがあまり良

くはない、そのうち遠くの方がよく見える所に出

た良く見ると猪苗代湖だと誰かが言った。そうこ

うして２時間３０分位登ったところで頂上に到

着だ。結構広い場所があるちょうど１２時だ、こ

こでゆっくり昼食だ。 

登山者は途中で一組にあっただけで頂上には誰もいなかった。ここは磐梯山など遠くの山も

よく見える。自分達だけで写真を撮り昼食をして満足して下山についた。下山時も他の登山

客とは会わず登山口まで降りてしまった。登山口では又アケビを出して食べて皆満足し車に

乗り込み今日の宿、東山温泉「東山パークホテル」に向かった。 
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3 日目・八海山 

記 兼堀 恵美子 

■コースタイム  ホテル８：４５出発  ロープウェイ山頂１０：１５～～女人堂 

１１：４０～～女人堂（下山）～～展望台～～ロープウェイ山頂～～ 

駐車場１：４５ 

 

 天気は曇り時々晴れ。ロープウェイ山頂から赤い鳥居をくぐり登山道へ入る。しばらくは

階段、歩き易い登山道を徐々に登って行く。4 合目半出合までくると視界も開けてきてうっ

すらと海の向こうに佐渡ヶ島が見えてきた。

「女人堂までもう少し」の看板を 2度見なが

ら女人堂に辿り着いた。 

休憩を取っていると一人の男性が下山して

きた。その先があまりにも急登なのと帰りの

ロープウエイの時間が気になるので引き返

してきたそうだ。英子ちゃんは千本檜小屋ま

で行きたそうだったが、私達もそこから下山

する事にした。ただ、今まで見られなかった

紅葉が少しだけ見られたのが良かったぁ！

みんなで展望台まで行き視界の景色を楽しんだ。ロープウェイで下り、駐車場まで来た時に

は天気も怪しくなってきてポツポツと雨が・・・やはり早めの下山で正解でした。 

 

帰りは美味しいヘギ蕎麦を食べて大雨が降ったり止んだりの中帰って来ました。リーダー、

運転手、参加の皆さんお疲れ様！三日間とても楽しかったです。またよろしくお願いします

(^^♪ 
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筑波山 
 

記：青木 麻子 

 

 

10/14   鈴木（勝）、浅倉、浅井（昭）、森（律）、石川、青木 

 

7：30 筑波山神社駐車場 … 7：45 筑波山神社 … 8：00 酒迎場分岐 

9：45 女体山山頂 … おでん … ロープウエイでつつじヶ丘駅 … 駐車場 

 

 

そうだ！鍋山行しよう♪と盛り上がって急きょ計画した筑波山。 

そろそろ寒くなってきたしやっぱりおでんかな。居酒屋ぽくていい感じ。 

前の日までの台風の影響が心配だったけど、経験豊富な先輩方もついてるしせっかくの３

連休の最終日、楽しみたい！ 

と、登ってはみたものの山頂近くで雨が降り出しました。犯人は雨女の私だっていうこと

は黙っておこう。雨の中、バタバタとおでんの支度をして、あっという間にたいらげ、サ

サッとみんなで片付け、ロープウエイで無事下山しました。帰りはお風呂に入って、道の

駅など寄り道して大満足な山行になりました。 

参加してくださったみなさま、本当にありがとうございました！！ 

最後に私の好きなおでんの具、ベストスリーを発表しまーす＼(^o^)／ 

  １、たまご  ２、大根  ３、もち巾着 

以上 
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栃木県 那須朝日岳～三本槍ヶ岳 

（朝日岳東南稜） 

山崎寧子 

 

 

日： １０月１７日 

メンバー：  L山崎寧子、会員外 

行程： 

草加4:00～峰の茶屋駐車場→7:00登山口～7：40取り付き～朝日岳東南稜線～11:00朝日岳～

11：50三本槍ヶ岳 12：00～14：50峰の茶屋駐車場 

 

感想： 

峠の茶屋駐車場から登山開始 30分、「4」

番看板が左手に見えてくる。 

その対面右側の登山道境界をのロープを

跨ぎ、踏み跡を斜め右方面へ下る。 

目標は 2つ目の沢の上流から 3番目の堰

堤。 

この堰堤を渡るために、1 つ目の沢の最

寄りの堰堤をまず渡った。 

目的の堰堤の渡り終えたところで、 

ハーネスとヘルメットを装着。登攀に備

える。 

が、まだクライミングはない。 

堰堤をこえたところで、踏み跡は 3方向。 

右、前、左。 

藪こぎの楽そうな左に進みトラバース。 

朝日岳山頂方面を確認しながら、 

眼の前の大きい岸壁はやや横広がりのお

にぎりの形。 

ここも、左手から超えていった。 

左岸の岩脆いと、ネットの評判通り、た

しかに脆い。 

しかし、 

ガレ場の細かい浮石の、多いところを避け、 

しっかりとした岩のくぼみやクラックを拾い、 

岩が崩れないか確認しながら進めば、 

それほど滑ることはなかった。 
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前方に M字型のぱっくりと割れたように見える「門」と呼ばれる岩が見える。 

この門を目指して歩く、門は登り 5メートル位、下り 5メートル位、また登り 5メートル位と

進むと、 

懸垂下降のポイントにつく、 

懸垂下降ポイントにはふるく 

錆びたラッペルステーションと、新し

いペツルが打たれている。 

 

ラッペルステーションのリングとペツ

ルを 1つづつ懸垂下降用にロープを通

し、投げたロープは風に吹かれ目的の

下降点には落ちなかった。 

ロープをまきなおし、斜めにたすき掛

け、 

下降しながら、出していく。 

着地するセルフが取れるようハンガー

があった。 

 

トップをここでスタカットビレイする、

トップは途中支点を取らず一気に登り、

フォロー用美麗構築は、またもやペツ

ルが打ってあった。 

 

終了点から 7メートルほど上がると平

らな箇所で一呼吸。 

あとは、景色をながめながら前方の朝

日岳山頂を目指す。 

 

リッジはガレておらず、浮石も、少なく歩きやすい。 

あっという間に山頂につく。 

行程 2時間半。 

山頂からは、一般の登山道を下り、峰の茶屋を目指す。 

あとは、駐車場まで 1時間かからない。 

 

なんと、3時間前後の楽しいバリエーションだった。 
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草加山の会 45 周年尾瀬(会員)バスハイクに参加して 
記 吉田 朗 

 

草加山の会の皆さん、この度は創立 45 周年、誠におめでとうございます。 

今回のバスハイク参加のきっかけは、浅井君へ久しぶりに呑みませんか？とメールしたところ、

実は 10/19-20、1 泊で尾瀬バスがあるので空けて欲しいとのこと。大変嬉しいお誘いでした。 

 私は今回のバスハイクは記念行事として会員だけのもので、OB としての参加は少し戸惑いも

ありましたが、その山歩きが出来るこの日を楽しみにしていました。 

 当日は台風の影響でコースの変更もありましたが、初日は曇りベースでそれ程の雨降りは無

く、晩秋の草もみじの中をこの日宿泊する弥四郎小屋へは予定より少し早く到着。 

 私は弥四郎小屋泊は 20～30 代の時以来で、その頃のことが何となくよぎりタイムスリップし

ました。早い時刻の到着でお風呂に入り汗を流す人もいたり、又夕飯まで早いのでラウンジに

てミニ交流会が始まり、会員の方々、年代はそれぞれですが今の山の会を象徴する凄まじさを

感じました。(山の会は安泰ですね!) 

 二日目に入り朝からそれ程の寒さも無く、時々晴れ間もあり、歩く前方には至仏山(現在は植

生保護の為、山の鼻から登るルートの様です)と、後方には堂々とした燧ケ岳が見え隠れして、

思わず私もデジカメに収めました。 

 私は尾瀬には春、夏、秋と何度か訪れていますが、秋が一番好きです。この二日間グループ

に分れての山歩きはとても楽しい思い出になりました。 

 この度は、会長を始め 45 周年尾瀬バスハイクを企画された浅井実行委員長、各委員の皆さん、

参加された会員の方々には大変感謝したいです。。本当にありがとうございました。又機会があ

りましたら参加したいと思います。 

 最後になりますが、皆々様のご健康とこれからの山行、そして草加山の会 50 周年に向かって

益々発展されることを願っています。 
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45周年記念山行「尾瀬バスハイク」 （鳩待峠～弥四郎小屋往復） 

記 浅井昭光 

・実行委員  L 浅井昭光、畑野順二、四宮慎太郎、浅倉直人、松田弘一 

 青木麻子、土屋玲子、一ノ宮恵美 

・日 時      令和元年 10 月 19 日(土) ～20 日(日) （一泊二日） 

・行 程 尾瀬戸倉から見晴十字路（弥四郎小屋）往復 

・コースタイム 

10/19(土) 集合 5:20  出発 5：30 集合場所  独協大西口ハーモネスタワー前・5：30

出発（雨）-外環--関越道--上里 SA（6：55～7：15）--赤城高原 SA（7：45～8：00） 

R120--戸倉スキー場（9：05～9：30）乗り合いバス（貸切）---鳩待峠（10：00～10：

10） 

山の鼻小屋(11：10～11：30）-牛首分岐(12：20～12：30)-竜宮小屋(13：10～13：40) 

--弥四郎小屋（14：15 泊） 

・10/20(日) 起床 5:00  食事 6：00  出発 7：30 

弥四郎小屋(7：30 出発、曇り)---竜宮小屋—牛首分岐---山の鼻--鳩待峠(11：10～11：30) 

戸倉スキー場（12：55～13：15）--望郷の湯(13：00～14：10)---独協大西口（17：30） 

 

「夏が来れば思い出す はるかな尾瀬 遠い空…」で始まる「夏の思い出」です。 

草加山の会も発足して 45 年という月日が経ちました。 

当時 6～7 名の青年たちが会を開き、翌年に春日部ハイククラブと合同で行ったのが「尾瀬

バスハイク」です。これが私の山への始まり。また、翌年には会として尾瀬に毎年行くよ

うになり、若い同世代の会員も増え続けました。尾瀬ハイクで始まった草加山の会と言っ

ても過言ではないと思っています。 

と言う理由で尾瀬は私にとっても原点で思いが深いものがあります。  

 

近年、バスハイクが様々な理由で取り行う事が難しい中、45 周年記念をまじかに迎えよ

うとしていた頃、私に取りまとめを任してくれるのであればやるしかない。私が行えれば

古い仲間と新しい仲間も来てくれることを期待して、出来るだけ若い仲間を実行委員メン

バーに選んで若い人も入りやすい形にしたいと思いました。 

正直言って忙しい身ではありますが、50 周年記念ではかなり会員が模様替えを迎え、一緒

に長く歩いてきた楽しい仲間と喜びを分かち合う事が難しい気がしました。  
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総会で尾瀬バスを受けたものの、実際は一言でいうと「大変ですよ！ところさん」です。 

実行委員会メンバーが、「尾瀬に行ったことがない!!」。そして下見をしようと考えました。 

鳩待峠からアヤメ平コースで弥四郎小屋へ行く班と、御池から三条の滝コースで弥四郎小

屋へ向かう班に分かれ弥四郎小屋テント場で合流する計画を出したのですが、天気予報が

午後から大雨！急遽、御池コースを諦め、全員でアヤメ平コースに変更。テントを張り終

えたころから雨。翌日は大雨の下、原を歩いて鳩待峠へ帰る。これだけでは済まず、御池

コースが歩けなかった事から、再度御池に向かって計画を出したところ一泊の時間が取れ

ず、日帰りでの強行軍となりました。天気は曇りで弥四郎小屋にて打合せを済ませて大返

し。薄暗くなって御池に到着、予定していた風呂がみんな時間切れで入れずじまい。みん

なが家に着いたのは 24 時前。大変な下見山行になりました。これでやっと下見が終了した

訳です。 

 

いよいよ本番を迎えようとした一週間前から今度はキャンセルが続出！46 名の参加が 

41 名まで少なくなりました。また、10/13 の台風 19 号の大きさ水害が福島県にもあり多

くの犠牲者がでました。そして、当日の 19 日も低気圧の前線が大雨を降らす予報が出され、

御池までの大型バスが通る道と御池から歩く道がかなり危険な範囲にあると思いました。  

出発前日の朝、御池からのコースを断念して戸倉からの入山に変更しその旨をバス会社

や会長に了解をえてから時間がないため取り合えずオールメールで流しましたが、間に合

わないことを知り、参加者に出来る形で連絡を入れました。皆さんのご協力でかなりの人

が変更のことを知ることができました。 

当日の朝は予報通りの大雨の中でしたが一人も欠けることなく定刻に出発できた。 

戸倉に着きバスを乗り換えて鳩待峠に着く頃には雨もやみ、尾瀬ヶ原に入る頃には信じら

れないくらいの良い天気になり、気持ちよく楽しくゆっくりと歩くことが出来た。みんな

大喜びでした。小屋に着くと、宴会が始まり 41 人がひとつの部屋に会して交流を楽しみ尾

瀬の夜が更けていきました。夜は又、明け方まで雨が強く降っていましたが、歩きだす頃

にはやみ、幻想的な山にかかる雲でした。尾瀬ヶ原を去る頃には、燧ケ岳や至仏山も姿を

見せてくれ、「又来るよ！ありがとう！」と挨拶をして帰路に向かいました。 

 

45 周年記念山行「尾瀬バスハイク」は、大きな節目とさらに続く「草加山の会」に大き

なエールをもらった気がします。つくづく思います。苦労した山行ほど楽しく有意義に心

に残り、又「歩こう！山に行こう！」と思わせてくれるのだと。お疲れ様でした。  
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2019 年 尾瀬ヶ原 会員バスハイク収支報告 

日  時：10 月 19 日（土）～20 日（日）      

場  所：尾瀬ヶ原 

参加人数：4１名 

収 入 

会費        16,500 円×41＝676,500 円 

草加山の会より補助金         200,000 円 

差し入れ（松浦様）         10,000 円 

   合計 886,500 円 

支 出 

  交通費 貸切バス代          206,800 円 

      高速代・駐車料金       24,660 円 

      バス運転手宿泊代        9,075 円 

      バス運転手御礼         3,000 円 

      鳩待峠－戸倉バス代（往復）  80,360 円 

  宿泊代 弥四郎小屋(振込手数料含む)  332,532 円 

  望郷の湯（風呂代）          22,190 円 

  飲食費（飲み物・おつまみ）      71,089 円 

  ゲーム商品              22,207 円 

  実行委員会・下見 2 回及び反省会費   43,930 円 

                  合計 815,843 円 

残 金 

   残金は、草加山の会運営費に組込   70,657 円 
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日本百名山    妙 高 山  ２４５４ｍ 

                       記：山口 敏雄  

＊ メンバー L山口敏雄・兼堀善和・山﨑正夫・出口栄子 

＊ １１月２日 独協大学前駅西口５：３０～外環～関越～上信越道～草津白根高原道渋峠～

横手山～苗名滝～赤倉温泉～燕温泉 

 

 私にとって日本１００名山９９座目の「妙高山」登頂に兼堀会長に誘っていただき、ついで

に日本３００名山である志賀高原の「笠が岳」「横手山」と懸案の日本１００名瀑の「苗名滝」

訪問の山行を計画しました。 

 １日目の「笠が岳」は台風の為か山道が閉鎖されており登頂を断念し横手山（２３０７ｍ）

に向かい、山頂の「日本一高度の高いパン屋さん」にて念願の「ボルシチと熱々パン」を食し

「苗名滝」を見て妙高山の登山口の燕温泉「花文」にて一泊。 

 

 

 

＊ １１月３日   妙高山登山行程 高低差１３０４m・８時間４８分  

 ６：３７燕温泉（１１５０ｍ）発～７：３８温泉組合源泉管理小屋～７：４７光明滝・ 

称名滝～湯道分岐（１５９０m）～胸突八丁～９：１７天狗堂（１９３０m）～光善寺池（２

０７０m）～風穴～１０：３８鎖場～１１：２６十合目北峰山頂（２４５４m）～１１：４２

南峰三角点山頂～１２：０８北峰下山開始～１２：３７鎖場～１５：００源泉管理小屋～１５

：３５燕温泉（「花文」）  

 

 １１月３日 燕温泉を６時４７分に出発し黄金の湯を過ぎると、妙高山北峰の鋭鋒が姿を現

す。コンクリート舗装の狭い山道を辿り、燕温泉の源泉管理小屋に到着するが、温泉の蒸気が

噴出しており辺りは硫化水素が充満しているので、さらに１０分程登り登山開始後１時間で光

明の滝・称名の滝に到着して小休止。称名の滝から足場の悪い急登の山道を辿ること５０分で

胸突八丁入口に到着。更に急登４０分で赤倉温泉・大谷ヒュッテ方面分岐の天狗堂に着き登り

行程の半分である。光善寺池・風穴を過ぎ１０時３８分に鎖場に到着するが岩はしっかりした

足場が刻まれており、高度感はあるが不安感はない。赤倉山が競りあがり高妻山・乙妻山の向

こうに富士山が姿を現すと山頂直下の溶岩の岩場になり、１時間の登りで１１時２８分に２４

５４ｍの妙高山南峰の妙高大神山頂に到着。 
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雲一つなく晴れ渡った向こうには火打山・

焼山、後立山の白馬三山・唐松・五竜・鹿島

槍・爺が続き、その後ろに剣・立山が聳え、

さらに北アルプスの槍・穂高連峰が白く光り、

乗鞍・御岳、中央アルプス・南アルプスの千

丈・間の岳・北岳・鳳凰三山、その隣に八ケ

岳・富士山が霞み、東には浅間山から金峰山

等等の大展望で、これまでに登ったほとんど

の百名山が確認出来て思わず小躍りしたくな

った。 

 

  

 

荷物を置いて北峰に向かい約１５分で２４４６ｍ

の妙高山頂（北峰）の三角点にタッチして記念写

真を撮り、南峰に戻り１２時８分に下山開始。 

 １２時３７分に鎖場、１５時に燕温泉源泉管理

小屋を経て１５時３５分に燕温泉に到着した。下

山時は自己責任で兼堀・出口さんが先行し、山﨑

さんはポイント・ポイントで私を待っていてくれ

た。 

 高低差１３０４ｍ、所要時間８時間４８分を要

した厳しい山行であった。 

 前泊の「花文」にて汗を流し帰途についたが、

関越自動車道は３連休中日の大渋滞でもあり草加

には夜１０時を過ぎてしまった。 

車を出してくれた兼堀さん、同行してくれた山

﨑さん・出口さん、素晴らしい天候に恵まれ無事   

に９９番目の百名山に登頂することが出来本当に

有り難うございました。                         

 

   妙高山南峰(妙高大神山頂・2454m)         妙高山北峰(2446m)  
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妙高山・横手山 

 

 

記：出口 栄子 

 

 獨協大学前駅を車で 5:30 に出発。関越自動車道はそれなりの混雑でした。 

 

最初の山、二百名山笠ヶ岳（2076M）に志賀高原熊の湯近くの登山道から往復１時間程

度で登頂と考えていたのが、ゲートがあり近づけず３時間プラスでは予定に支障が出るの

で諦め、次の目標二百名山 横手山（2307M）横手山頂ヒュッテの雲上のパン屋さんでの

ボルシチランチを目指しました。リーダー山口敏雄さんが 明日の九十九山目、妙高山へ

の景気付けでご馳走してくれました。リフト２つ乗り継ぐとか、動く上る歩道を利用する

等で山頂へ向かうのが一般的です。昼食を摂った横手山頂ヒュッテは宿泊も可能で私たち

が訪れた 11 月２日は連休中なので賑わっていました。天気は良くて富士山、八ヶ岳、北ア

ルプス 槍も立山も望む事ができました。往復１時間余りの登山？の為ペットボトル１本

の荷物での行程でした。 

 

その後 渋峠（2172M）国道最高地点で写真撮影し、草津白根山のそばまで車で行きま

した。相変わらず危険区域で湯釜付近には行けませんでした。 

この日最後は、新潟と長野の県境 関川にかかる紅葉の「日本の滝百選」苗名滝を堪能

して妙高高原燕温泉に無事到着しました。燕温泉は白濁の湯で妙高山の登山口に位置して

います。物知り、経験沢山の 山口敏雄さん、山崎正夫さん、兼堀善和さんのお三方と新

潟まで楽しい山行を経験させて頂きました。 
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木戸前ルンゼ・諏訪山                  記 沼田真澄 

日  時： 令和 1 年 11 月 2～3 日 

メンバー： Ｌ．沼田 その他 1 

 

2 日木戸前ルンゼ 

11：00 旧国民宿舎裏妙義→ 11：40 木戸壁→ 14：30 木戸の頭 →15：30 国民宿舎 

赤岩岳正面稜のはずが、道路崩壊のため、上落合橋登山口までたどりつけず。 

初心者ルートがある裏妙義の木戸壁へと向かう。 

しかし、木戸壁につくと 6 パーティーがとりついていて、同ルート懸垂を考えると、だいぶ待

たされることが想像されたので、木戸壁の奥の木戸前ルンゼへと変更。 

ここは、一度来たことがあり、沢登り的な感じで、快適なルート。前に大学生のパーティーが

いたが、抜かさせてもらって、3ｐくらいのクライミングで木戸の頭へと。 

ここも同ルート下降なので、大学生のパーティーが登ってくるのを待ち、長い昼食タイム。下

降は、50ｍダブルで 3 回ほどの懸垂。 

もどって、木戸壁につくと、誰もいなかったので、1ｐ目だけをクライミングして、帰路につい

た。 

 

 

3 日諏訪山 

10：00 浜平コース登山口→ 12：30 湯の沢の頭→ 15：30 登山口 

前日に道の駅で泊り、ゆっくりスタートで登山口へ向かう。 

登山口までたどり着けるかと心配だったが、浜平温泉までの道路は大丈夫ということだったの

で、向かうと、崩壊箇所もあったが、無事登山口までたどり着けた。 

最初からルートにある橋がなく、初歩的なルート間違いをし、結局、地元の親切な方に教えて

いただき、登山ルートに復帰。 

橋はどうやら流されたようで、登山ルートもかなり荒れているから気をつけてねと教えていた

だきました。実際、このルートは徒渉がかなりあり、また従来の登山ルートが崩壊しており、

さらに徒渉が増えている感じ。 

湯の沢の頭まで行き、この先に崩壊箇所がまたあったら、ヘッデンで沢の徒渉をしていかなけ

ればならない危険性があったので、無理をせず、キノコ探索に切り替えて、下山となった。キ

ノコは数種類確保。 

台風、大雨のツメあとを感じた二日間。大規模な崩壊が予想される場合は、事前の情報収集が

大事だということを思わされた山行であった。 
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長い移動も仲間と一緒なら。                宮澤 明音 

 

2019 年 11 月 3 日 

メンバー：宮澤（L）、村上、森（り）、遠藤、土屋 

コース：8:15 龍王峡駅（徒歩 10 分）虹見橋(徒歩 25 分)むささび茶屋(徒歩 30 分)

白岩半島（展望台）9:50(徒歩 30 分)浜子橋(徒歩 30 分)小網ダム(徒歩 35 分)あじさ

い公園 11:25・昼食・12:50(徒歩 5 分)12:55 川治温泉薬師の湯・入浴 13:50(徒歩 20

分)14:15 川治湯元駅 

 

久しぶりの山行は始発電車で。まだ暗い中を自転車で駅に向かう。 

膝の不安があるものの、紅葉の山を楽しみたい。なるべく高低差のない場所を探して、選んだ

龍王峡。一緒に行くよ、と言ってくれた仲間に感謝！3 時間の移動は時間が経つにつれて空気

がひんやりしてくる。龍王峡は半分トンネルの中にある珍しい駅。 

駅を降りたのは我々と数名のみ。 

 

前夜に見たテレビでは「奥日光の素晴らしい紅

葉！」を映していたのに、実際にはモノトーンの

世界。赤くなるはずの葉はそのまま枯れているよ

うに見えた。 

台風の影響か、ところどころに通行止めの立て札

も。本来であればエメラルドグリーンに見えるは

ずの鬼怒川の水も濁っていた。 

 

ハイキングコースはよく整備されていて、ところ

どころにある看板には地形の説明などが記載され

ているので、それらを読みながら歩くと全く飽き

なかった。 

天気予報は曇りのち雨であったが、途中から晴れ

間も見えて暑いほど。 

 

 

 

3 連休の中日だというのにこの日は、ハ

イカーとほとんど遭遇せず、広い公園は

我々の貸し切り状態。森さんに作ってい

ただいた暖かいスープを満喫しながら皆

でのんびり。 

 

紅葉には恵まれなかったが、久しぶりに

山の空気の中でリフレッシュでき、次の

山への意欲も湧いてきた。それもこれも

仲間がいたからこそ。高くても低くても、

山は楽しい！ 
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三つ峠 屏風岩 クライミング 
11/4                         L:長田 一樹  会員外 

駐車場 8:00→登山道→8:55 四季楽園→9:10 取り付き 9:30→一般ルート左→T 字クラック

→№15 クラック→№14 クラック→№18 クラック→11：55 天狗の踊り場 12：05→懸垂下降

→12:30 取り付き昼食 13:10→13:15 鶴亀ルート取り付き 13:20→階段状→Ⅳ＋→Ⅳ＋→鶴

ルート直上Ⅳ→15:25 懸垂下降 15:35→15:55 取り付き→16:10 下山→17:00 駐車場 

 

連休なので何処か泊まりでクライミングに行きたかったが自分の仕事の野暮用と相方の用

事で日帰りになる…連休で帰りの渋滞もあるだろうから近場でマルチ出来そうな所で最近

行ってない所となると自然と三つ峠となったので行ってきました。 

 

朝の駐車場はビショビショのガスガス(¯―¯٥)夜半過ぎに結構な雨が降ったようだが折角

ココまで来たのだし晴れの予報を信じて装備を背負って登り出す。 

先月は殆ど山に行って無かったのでペースが掴めず、登り出し 15 分で汗ダクになり半袖一

枚で登る事となる（汗）四季楽園に着くもガスガスで屏風岩は見えず。。。 

岩が濡れているか乾いているかも解らず取り敢えず取り付きへ、湧き水の所ではジャブジ

ャブと水の音が（汗）それでもガスの中、近づいてみると岩は乾いているようだ！！相方

は初めてなのでルートみてもらい、希望を聞くと鶴亀ルートとの事、自分は T 字クラック

をやりたかったのと上部にも行きたかったので、一発目は一般ルート左から登って T 字ク

ラックから上部へ抜ける事にする。自分オールリード 

 

一般ルート左Ⅳ：ハンガーボルトなので安心だが何箇所か？ボルト緩んでハンガー回りま

す（汗）岩が冷たくて手先が悴んで痺れる… 

T 字クラックⅤ－：クラック沿いに直上してハング下を右にトラバースするルート。ハン

グ下のハンガーにクリップしてトラバースが核心か？？スタート直後にもハンガーあるの

で安心だが練習のためカムも使ってトラバースして終了 

№15、14 クラックⅣ：カムでプロテクション取って登る練習に最適、クラックのグレード

的には 5.5 とか 5.6？この辺からガスが晴れてくる 

№18 クラックⅡ：ほぼ岩稜歩き、左隣にすれば良かった（笑）天狗の踊り場で休憩してガ

スの合間の紅葉を楽しんだら懸垂下降。途中で登ってくるパーティーを待ったので若干タ

イムロス 

 

昼食後、人気の鶴亀ルートへ鶴か亀かは行った所で決める事にして、自分は一度登ってい

て 2P 目をリードしていなかったので自分リードで階段状からスタート 

階段状：自分リード特に問題なし第一バンドへ 

鶴亀 1PⅣ＋：相方リード、フレークを掴んで大胆に登るルートで少しフリーっぽいカムも

要所で決まる。 

鶴亀2PⅣ＋：立ち木テラスからスタートだが右に行きそうになり戻って左側から左方向へ、

前回はフォローの気楽さか？こんなに厳しかったっけか？と冷や汗かきつつ、八寸バンド

手前の終了点へ 

 

ココで鶴か亀かを決めるのだが、次は相方がリードするので相方に決めてもらう 

今のピッチのトラバースで既に滅気たからもうトラバースしたくないと鶴を選択して直上

する事に決定。下でハイカーが大人数で立ち止まってコチラを見て写真を撮ったりしてい

たが落石あったりしたらと思うと登るよりヒヤヒヤしてしまいました。屏風岩結構脆くて

浮き石沢山で落石も多いので、見学の際は真下には陣取らないでください。 
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鶴最終ピッチⅣ：相方リード、ルーファイに悩んだようだが無事終了点に到着。再びガス

が湧いてくる。 

 

懸垂下降で降りるのだが浮石がかなり溜まっているので支点とロープの位置に注意して相

方トップで下降開始、一発では届かず最後はシングルで取り付き到着 

荷物置き場に戻り片付けて撤収、思いの外暗くなるのが早いのでヘッデン準備して下山す

る。駐車場へはヘッデン点けなくてもたどり着けました。 

 

お風呂入って五味八珍で浜松餃子食べて、帰ろうと渋滞情報見ると（汗）大月小仏トンネ

ル 30 キロ以上の表示… 

道志経由で帰れば良いやと気楽に考えていたのだがこの前の台風で通行止め（汗）都留か

らの裏道も上野原と相模湖間が通行止め（汗）仕方無い大人しく渋滞に巻き込まれるかと

覚悟決めて乗りましたが、上野原まででも違うなと思い直して県道 35 号使うことにして都

留 IC で降りて下道で上野原へ、都留 IC から一時間半で中央道上野原 IC に乗れたのでソコ

ソコ稼げたとご機嫌で帰宅しました。 
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宝 篋 山 （４６１ｍ） 
記：兼堀 善和 

 

 

日  程 令和１年１１月６日（水） 

メンバー Ｌ兼堀（善） 兼堀（恵） 澁谷 平野（祥） 森（花） 尾崎 下川  

     阿部 山本 

コース  小田休息所駐車場 7:30～8:00 沢の小道～8:30 分岐～9:00 尖浅間山山頂～ 

     10:15 宝篋山山頂 10:50～11:15 元禄こびし～11:45 白滝～12:00 五条の滝 

     ～12:30 駐車場 

 

 小田休息所を７時半出発、登りは常願寺コースを行く事に、まずはザル池を見て、しば

らく行くと野鳥のさえずりや飛翔する鳥が垣間見え、自然がいっぱいで清々しい気分にな

る。 

 少し行くと小川のせせらぎが現れ、小さな滝が数か所見られた、３０分位登った頃から

急登に、ハイキングの気持ちで来たのにやっぱりしっかりした山だった。  

 

 そして一つの目的地尖浅間山に到着、ベンチで休憩してから野鳥の森を横に見ながら  

宝篋山山頂に到着、霞ケ浦や富士山や筑波山が良く見えた。 

 山頂はベンチも数多く２～３０名の山行でも大丈夫のようだ、山頂にある「石造宝篋印

塔」は鎌倉時代中頃のもので、もともとはお経を納めた塔だったようです。  

 ３５分位山頂で昼食とってから下山開始、下りは極楽寺コースを行く事に、途中で 

こぶしの大樹があったり、白滝や五条の滝を見ながら駐車場に着いた。  

 

 帰りは小田城跡に立ち寄り、農産物直売所で買い物をして、蕎麦を食べて帰ってきた。  

 紅葉には早かったが、低山だが自然がいっぱいの良い山であった。 

 参加頂いた皆さん有難うございました。 
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埼玉百名山「宗四郎山」「赤岩岳」の縦走     松浦 剛 

期  日：２０１９年１１月９日（土） 

コースタイム 9：20 天丸トンネル～10：30 宗四郎山～12：45 赤岩峠～13：20 赤岩岳～14：

00 赤岩峠～赤岩沢ルート～16：10 赤岩橋登山口～16：45 野栗沢神社 

メンバー：Ｌ，松浦、鈴木勝、浅倉、樋渡 

１、はじめに 

今回は群馬県の上野村が台風の水害で道路の崩壊が激しく心配され、上野村役場に電話するが、

天丸トンネル方面はお勧めできないとの返事、最後の集落すりばち莊ではかなり上まで行ける

との事、これに希望を託して出発する。我々の山より西側にある御巣鷹山近くの日航機墜落現

場へは道路の崩壊で、入山出来ない状況にもある。 

２、記 録 

５時３０分：松原西口発。心配した通りすりばち部落には「これより一般車通行禁止」と役場

の立て看板が道路わきにあったが、無視して通ると直ぐに土砂崩れで修理中の場所に出る、全

員が降りて車を軽くして通過、しばらくアスファルト道路を走るが、赤岩岳方面に向かう左に

曲がる林道は崩壊し通行禁止。我は天丸トンネル目指すがやがて通行できない状態になる。登

山口より１ｋｍほど手前で有ったので助かった。 

９時００分、最終到達地発。天丸トンネルまでの道はアスファルトがズタズタに裂け、 

地割れが激しい。土砂の押し出している所もあった。トンネル入り口からは天丸山が良く見え

る。トンネル通過してから左

に踏み跡を見つけて登り始め

る。稜線に出るまでは急な斜

面をジグザグに登ると峠に出

る。此れより踏み跡を頼りに

宗四郎山に向かう。落ち葉が

多く踏み跡が消えているが、

稜線どおしに登るとやがて急

登となり宗四郎山に取りつく。 

崩壊したアスフ

ァ ル ト 道 路 を 行 く     

山頂付近は岩山に木が生えた

ような山である。少し岩を登

り見晴らしの良い山頂に着く。 

１０時３０分、宗四郎山山頂。

意外に早く着き助かった。幾つかのピークを越えて赤岩岳に向かうが、落ち葉に踏み跡が隠れ

慎重に尾根筋を行くが、間違って枝尾根に入りそうになる。これまででも帰りのルートが心配

なので、鈴木さんが赤布を何か所かに結んでくる。完全な稜線は歩きよいが、ピーク周辺が踏

み跡がはっきりせず落ち葉で覆われ分かりにくい。雁掛峠を過ぎると赤岩岳が目の前に迫って

くる。 

１２時４５分、赤岩峠着。これで一安心して昼食を取り、赤岩岳に向かう。山を回り込み裏側

のガラガラなルンゼを登り、稜線に出て山頂に向かう。 
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１３時２０分、山頂着。これで

埼玉１００名山完登となる。赤

岩岳は此れで３度目の登頂であ

る。山頂から西側を見ると、目

の前に大ナゲシの岩峰が聳えて

いる。上から見ると縦走して来

た稜線は意外にくねくねと曲が

っており、枝尾根には入りやす

く危険な縦走である。遥か遠く

に尖ったピークの宗四郎山が見

える。赤岩峠にて話し合い、暗

くなると今来た道は 

  宗四郎山山

頂にて         分

かりにくく赤岩峠より時間的に

有利で、確実に明るいうちに下

山出来る赤岩沢を下山する事にする。      ただしこのルートでは鈴木さんと浅倉君に

すりばち集落より、道路を登り返して車を取ってきてもらう事になるが、二人が引き受けてく

れる。 

１４時１５分、赤岩峠発。暫くは踏み跡も見えていたが、段々と沢沿いの道となり、いたる所

が崩壊し、踏み跡も定かでなくなり古ぼけた赤布やテープを見つけながらの下降となる。急斜

面のトラバースも片足が乗る程度の所が多く慎重に下降する。鈴木さんに云われて浅倉君はぴ

ったりと鈴木さんの後を追う。ガタガタな岩の上を下降するところが多く、実に面倒であった。 

１６時１０分、林道に出る。此れで一安心だが道路周辺はいたる所が崩壊している。最奥の家

に着くと、住人が居た

ので話を聞くが、早め

の麓の避難所に逃げた

そうだ。我々の目の前

には５ｍ四方の大岩が

川の真ん中に在ったが、

これも道路わきから水

流に流されて移動した

という。すりばち集落

に降る途中も土砂が出

たり、岸が崩壊したり

いたる所に傷跡が残り、

修理も当分で 

きないと思われる。 

 

 

 

赤岩岳山頂にて１００名山達成記念        

 

携帯電話のアンテナも倒れていた。すりばち集落で車待ちし同乗する。 

２３時００分：松原西口着。大変だったが面白い山登りが出来た。 
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     中山道№16（大井宿～御嵩宿）      

                           記：平野祥子 

山行日  2019.11.9-11（土－月） 

メンバー L 石井(文)、SL 染谷、兼堀（善）、鈴木、渋谷、森（花）、小林、杉山 

     小野寺、兼堀（恵）、平野  計 11 名 

 

11/9（土）13 ㎞  恵那駅（10:50）…大井宿…大湫宿（14:30） 旅館 了山 

 10（日）10 ㎞  大湫宿（8：40）…細久手宿（13:40）     旅館 了山連泊 

 11（月）10 ㎞  細久手宿（8：05）…御嵩宿…御嵩駅（10:45）着 

 

 当初のリーダー美樹さんが腰を痛めて欠席となり、リーダー文子さん。サブリーダーと

して染谷さんが街道歩きの先頭を歩いてくださいました。今回の街道歩きはほぼ山の中、

色々な名前の坂を上り下り一里塚も現存されていました。 

 

11/9(土) 

 恵那駅前で写真を撮り出発。山道に

入る前に昼食を済ませ、「是より西 十

三峠」の標柱が立つ入口からいよいよ

峠歩きが始まり最初の西行坂の石畳は

これからの街道歩きが楽しみになりま

した。西行坂を上りきつたところに「槇

ヶ根一里塚」左右とも当時のまま残っ

ている。天気も良く気持ちがいい。乱

れ坂から平六坂を上がつて行くと「紅

坂一里塚」ここも対で現存しています。

藤村高札場跡があり深萱立場跡あって

大久後集落に着くが権現坂上りとなる。

「権現山一里塚」も現存している。 

 一里塚を後にして進むとめずらしい

こと！！ゴルフボールが落ちていてどうなっているかと覗いてしまいました。ゴルフ場を

分断して中山道が通っています。いえいえ違います！！ゴルフ場が中山道に入り込んだの

です。カートが走っていました… 

 

「十三峠の三十三所観音石窟」                              

 「阿波屋の茶屋跡」という所に道中の安全を祈って

天保 11 年（1840 年）に建立。大湫宿の馬もち連中や

助郷村などによる寄進で三十三体の馬頭観音が石窟

のなかにある。宿場から常置された人馬が次の宿場ま

での継ぎ送りを担う。昔は人々が峠道を重い荷を背負

い行き来する。同様に馬も大事な働き手だった。供養

塔が建てられていた。地蔵坂を終えて大湫宿の石碑が、

きょうはここまで。 
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11/10 

寺坂より 2 日目始まり。寺坂から大湫宿に入る。大萩の町並みが続く。町の方が宿場に

出ていらして説明をしてして下さった。旧大湫小学校の校庭跡に本陣があって和宮が降嫁

の時に宿泊した事。脇本陣の先に神明神社があり境内には樹齢 1300 年の大杉が空に突き出

ていました。 

宿場を後にして琵琶峠に入る。石畳を上がっていくと馬頭観音、和宮の碑があり 

 「住み馴れし都路いでてけふいくひ いそぐとつらき東路のたび」 

琵琶峠は標高 558m で約１㎞。日本一長いとされる石畳があります。峠を下った所に「八瀬

沢の一里塚」ある。気持ちよく先に進むと林を抜けて弁天池に着く。日差しに照らされた

弁天池は水草がひかり美しい。ゆったりと落ち着く。 

先には「奥之田一里塚」ここも道の両側に残っている。先の街道沿いには幾つかの石窟が

ありそれらを見ながら街道を行くと「鴨之巣一里塚」にでる。一里塚は道をはさんで築か

れていたが少しずれていました。 

下り坂をおりて今日の待ち合わせ場所「津橋」へ。 

 

 

  

11/11（月） 

街道に入るとすぐに急坂。上りきった所が物見峠で和宮が休憩する為に造られた御殿場が

あり奥の方に東屋があるようでしたが林の中で立ち寄らず進む。この辺は謡坂の石畳と言

って石畳続く。先に進むとマリア像入口があった。立派なマリア像をみんなでさがした。

駅まではアスファルトとの道が続く。牛の鼻欠け坂からは御嵩の町が開けほっとする。旧

道（中山道）に入り駅へ向かう。時間があるので本陣跡、資料館に立ち寄りしてと考えた

が残念ながら月曜で休館でした。3 日間は街道

歩き日和でした。 

 送り迎えをしていただき、ゆったりとのんび

りと、旅館了山（りょうせん）を楽しみました。

食事は「おしながき」がつくほどの品数で美味

しく頂きました。     

        〈旅館了山・玄関前にて〉     
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埼玉県岳連レスキュー研究会 ～負傷者の引き下ろし～ 

記：山田 朗子 

11/10（日）長田、山田  大野道場にて 

 

 埼玉県岳連主催のレスキュー講習会に参加してきました。事前に長田さんから予習して

くるように言われ、レスキュー技術について調べてみるが、何が何だか、「？」だらけです。 

 さて、当日。覚悟していたが、やはりやばい！難しい！必死で講師の実演を写真撮った

り動画撮ったりメモを取ったり。長田さんにいろいろなことを何回も聞き、確認し、やっ

てみる。講師の方も、初参加の私に特別に教えてくださったりしてありがたかったです（T_T） 

 以下の手順はメモしたものを長田さんに添削してもらったものです。レスキュー技術は

日々進化していくので勉強が続きます～～～。 

 

自己脱出（１～５）→カウンターウェイトで負傷者へアクセスしてカウンターラッペルで

降ろす（６～１４） 

＊テラスでリードビレイ状態からの事故、決め事として両末端は互いに結んである。 

ビレイヤーはセルフビレイを取っている状態。トップが墜落して単独行動不可時の 

ビレイヤーの行動（要救助者リードクライマー、救助者ビレイヤー） 

1.仮固定（ビレイループから中抜きして） 

2.手が届く範囲でロープの一番上にフリクションノット①をセットして、セルフビレイ支

点又はその他支点にセットする。 

3.メインロープのテンションをデバイスからフリクションノットに移す。フリクションノ

ットが滑るようなら巻数等で調整（要救助者の荷重はフリクションノット側に移る） 

4.保険でフリクションノット①のすぐ下にスリップノット（カラビナをセットも◎） 

5.仮固定を解除。 

6.スリング等でデバイスをビレイループから伸ばす。 

7.メインロープデバイスの下にフリクションノット②（デバイスのバックアップ）をセッ

トしてビレイループにセット。 

8.メインロープに救助者の荷重をかける。 

9.スリップノットを解き、フリクションノット①をゆるめて要救助者の荷重を救助者に移

す。 

10.フリクションノット②が効いている事を確認（手を離してもデバイスからロープが流れ

ない）して①を外す。 

11.セルフビレイを外す。 

12.カウンターウェイトで要救助者の所まで登る。（救助者が登る事で要救助者が下がって

くる） 

13.要救助者にアクセス出来たらスリング等で連結、容態及び負傷状況の確認（処置が必要

であれば処置） 

14.カウンターラッペルで下降（下降距離がロープ一本で足りない場合は連結する） 
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懸垂下降でロープの結び目を通過する 

＊要救助者にアクセス後、ロープを連結してロープ一本でのカウンターラッペルで 

デバイス下にバックアップのフリクションノット②が有る状態。 

1.結び目が近づいたら、デバイス上部にフリクションノット③をセットする。 

2.フリクションノット③からスリングを伸ばしてビレイループに付けたカラビナにムンタ

ーミュールでギチギチに固定。 

3.結び目下のロープにフリクションノット④をセットしてビレイループに繋げる。 

4.結び目ギリギリまで下降して荷重をフリクションノット③に移す。 

5.フリクションノット②とデバイスを外す。 

6.デバイスを結び目下のロープにセットし直す。先にセットしたフリクションノット④が

デバイスのバックアップとしてデバイスの下になるようにセット。 

7.フリクションノット③のムンターミュールを解除して荷重を結び目下にセットしたデバ

イスへ移す。 

この時、上手くデバイスに荷重が移せなかったらムンターミュールを作ったスリングをビレ

イループに繋げてバックアップを取ってから、デバイスとフリクションノット④の位置を調

整する）  

8.フリクションノット④のバックアップが効いている事を確認。 

9.フリクションノット③とムンターミュールに使ったスリングを外す。手が届かなければ

残置。 

10.結び目下のロープでそのまま懸垂下降する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

講師のデモをのぞき込む 

長田さん 
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  太平山(341m)・晃石山(419m)・馬不入山(345m)・ 

  岩舟山(172m)  縦走  
   (栃木市大平町・栃木県岩舟町)  【登山標高差】389m  【累積高度】715ｍ 

                                                                記：山﨑 正夫 

【日 程】2019(令和元).11.16(土)  【天 候】晴れ 

【ﾒﾝﾊﾞｰ】L.山﨑、下川、宋、和田 

【コ-ス】草加駅 7:13→7:53南栗橋駅 7:54→8:23 新大平下駅～8:55 大平下駅～9:15 客人神

社～兼信平～10:08 太平山神社 ～10:15 太平山神社奥社～10:40 太平山～ 

        ぐみの木峠 ～パラグライダー出発地 ～11:43 晃石山 12:07 ～桜峠～13:10 馬不

入山～14:50 岩舟山・高勝寺 15:23 岩舟駅→15:27JR 大平下駅～東武日光線・新

大平下駅 16:15→17:07 春日部駅 19:31→19:48 草加駅 

【経 費】電車賃 820＋120＋660＋320＝1,920 円    

 

１１月２～３日に山口会員リーダーによる信州・妙高山の山行の後、山に行く機会が無く、

山を歩きたくなり、会員に太平山行を募る。下川、宋、和田各会員が参加してくれた。草加

駅から下川さんと乗車、新越谷駅から宋さんが、春日部駅から和田さんが乗車。 

南栗橋駅で乗継ぎ、新大平下駅に到着。今回は太平山から岩舟山に向かうコースにする。 

新大平下駅東口は日立の大工場。西口は新たに整備されて新しい公園と住宅ができている。 

大平下駅に近づくにつれ、フェンスが倒れていたり、建物内部や敷地内の土や舗装が抉ら  

れている。栃木市を襲った水害がここまで及んでいたようだ。下川さんが住民に聞いたと  

ころ、自動販売機の上まで水が上がったそうだ。客人神社に着く。ここから山道になり、 

兼信平に着く。茶店の前を通り、太平山神社へ。参拝後、本殿横の山道を通り、太平山神 

社奥社へ。参拝後、小休止。城址でもある太平山を通り、ぐみの木峠を経て晃石山の手前  

のパラグライダー出発地に到着。ここで関東平野を見下ろしながら昼食を摂るつもりでい  

たが、ライダー４名が出発準備をしてい 

るので、遠慮して晃石山に向かいここで 

昼食。ゆっくりした後、桜峠を経て、静 

かな山道をピークを一つ越え、馬不入山 

に到着。眺望を楽しみ、ここからピーク 

を一つ越え、車道を横断し、岩舟山・高 

勝寺に着く。参拝後、岩舟駅に向かう。 

１６：０３の電車に間に合わないと思 

っていると、遅れて入線した車両がす 

れ違いの車両を待っている。急いで乗 

車して、次の大平下駅で下車して、新大平下駅まで歩き、暫し待って、乗車。春日部駅で  

途中下車し、打ち上げ。歓談の後、解散。 

 天候にも恵まれ、楽しい山行となった。参加の皆様、ありがとうございました。 
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宝篋山
ほうきょうさん

 （461m） 

記：小野寺 英子 

【山行日】 2019 年 11 月 20 日（水） 

【参加者】 L 山本・黒澤・鈴木（里）小野寺 

【車使用】 草加 6：00→三郷 IC→土浦北 IC→125 号線→小田休憩所 7：45 

【コースタイム】  登山口 8：00…ガマ岩 9：00…常願寺コース分岐 9：30… 

 

宝篋山々頂 9：45…下山 10：15…分岐 10：30…尖浅間山 10：50…くずしろの滝 11：30…下山

口 12：10…そばや（JA)12：20～13：30…霞ヶ浦観光…展望台＝＝草加 

 宝篋山はつくば市と土浦市の境に位置する標高 461m の山です。平日にも関わらず、登

山口にはもう数台の車が有り、地元では小田山と呼ばれて人気の山のようです。 

すぐに寂びれた五輪塔跡を見ながら樹林帯に入る。少し歩くと五条の滝…水が無く、滝に

は見えない！次々と滝が現れるが何とも可愛いらしい滝ばかりだった。  

時にはちょっと急な登りも有るが全体には緩やかな感じです。ガマ岩で右に急カーブして

パッと開けた所で、遠く関東平野の先に綺麗な富士山が見えたのには驚いた。  

何度も筑波山に登ったが一度も見たことが無かったのに…気を良くして登ると木製のテー

ブルセットが何脚もあり、良い感じの常願寺分岐です。途中にも”一服どうぞ”と言う感

じで木製のベンチが沢山有った。あとは山頂直下の急な登りで、かすかに残る城跡を右に

見ながら山頂です。方位盤の有るところで又々富士山とご対面！！山頂には石造宝篋印塔

（奈良時代）が建ち、大きな電波塔が有っ

た。筑波山の双耳峰がくっきりと目の前に

綺麗だ！霞ヶ浦がキラキラと見える暖かい

場所で 30 分程休憩をとる。今日のコースに

は霞ヶ浦周遊も入ってるので楽しみにして

下山する。分岐まで戻り、常願寺コースに

入る。 

下りだけかと思ったら登りが現れて…？ 

二回ほどのアップダウンを繰り返して、 

尖浅間山に着く、登って来た高齢の団体さ

んに穏やかな高齢者に優しい良い山ですね

…と声を掛けたら厳しいですよって！後ろ

のおばちゃんに睨まれちゃった。確かに後は下る一方できつい部分も有ったのでまずい事

言っちゃったなぁ…と反省しましたね。次回は私もこの常願寺コースから登って見たいと

思う。途中に天狗岩を探しながら下りたが、自分のイメージした場所とは大違いでちょっ

とがっかりでした。 

平地に下りてのどかな田園風景に何とも言えない郷愁を感じ、あぁぁ…良いなぁ！ 

みんな同じ思いの様でした。駐車場は殆ど満車状態でした。 

昼食は最初から決めていた蕎麦屋です。大分混んでたが隣の農協で買い物しながら待って、

美味しい天ぷらと蕎麦で満足でした。霞ヶ浦に廻り、寂れた展望台（見学者は私達だけ）

で 360°大きな霞ヶ浦を満喫して帰る。楽しい一日でした。皆さんに感謝！！  
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     両崖山・天狗山        小林いつ子 

 

 ■日  程 令和 1 年 11 月 28 日（木） 

 ■メンバー L 小林・浅井祐・池本・山崎正・殿塚・小野寺・兼堀恵・山本 

 ■歩  程 草加 6：38 発（太田行）--7：54 着-タクシー-通り 7 登山口下 8：20 出発 

    ・・・9：00 見晴らし分岐・・・9：20 天狗山・・・10:50 両崖山・・・12：30 織姫神社 

 

両崖山は何度も登ってきたが今回も色々なことがあり大いに楽しめた。失敗もある。 

参加者が 8 人で丁度いいので、登山口まで歩いて 30 分かかるところ、タクシーでワープし

た。夜明けまで降っていたらしい雨もやみ、おかげで寒い寒いと覚悟のうえでいたが、意

外に寒くはなかった。見晴らし分岐で優雅にティータイム。天狗山には天狗の面が二つ吊

るしてあった。今までには無かったものだ。誰か、大好きな天狗山に手彫りで作り上げて

備えたものだろう。天狗の長い鼻がいつまで折れずに付いているかが心配だ。 

 失敗の話は、ここからだ。以前、ここから巻き道あると教えられたいつ子と英子は、そ

の巻き道と信じた道を降りてみることにした。山本さんも同行しており始めたが、山本さ

んが「どうもこれはおかしい」と後ろから声をかけてくる。分岐があったのでスマホで改

めてチェックし、まっすぐ降りたメン

バーに登り返して追いかけるからと連

絡を入れた。 

結果はおばさん二人の勘違い！聞き違

い⁉どうも天狗山には狸か狐が出るの

か？納得できず。「お世話とご心配をか

けました。」二人きりで降りていたら 

どうなっていたのか？山本さん、あり

がとう。 

無事合流出来て、両崖山で軽く食事を

取った。昼過ぎ、織姫神社に下山。 

おばさん事件のせいもあり、かなり遅めの下山である。 

足利の古刹、鑁阿寺（ばんなじ）で見事に色付いた大銀杏を見上げ大人 8 人大いに感動し 

次は足利の B 級グルメを目指して地図・スマホ検索・電話予約に目の色を変えた。 

目当ての店はすぐ近く、小さすぎて、通り過ぎてしまいそうな、昼はランチも出すよ！的

な飲み屋。断られそうで心配だったが、取り敢えず今日の打上げ場所という事になり、 

足利のソールフードじゃがいも焼きそばを戴いた。みんな遅めのランチで飢えていたので 

すぐ完食！写真無。ソース焼きそばにゴロっとしたじゃがいもが入っているものだ。 

焼きそばが好きな人なら OK!普通においしい！ 

この店は、足利で数年前に撮影された映画のセットをそっくり移築したもので、映画ファ

ンの祐子さんが大感激・大喜び。「そこですか！」だったり。店のママは突然の 8 人もの客

に大喜び・大困惑！だったり。駅へのディープな裏道で山崎さんの友人と遭遇！したり。 

 帰りの電車がせんげん台の事故で・・・？？と、すぐに運転再開で無事電車にコトコトと揺

られ、面白かった一日が終わった。皆さん、ご協力ありがとうございました。 

 

 

 

  

天狗山 
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鳴虫山 

 

記：村上 綾 

 

〇日程 ２０１９年１１月３０日（土） 

〇メンバー Ｌ村上、土屋、宮澤、森（律）、鎌形、遠藤 

〇コース 東武日光 8：20→神ノ主山 9：15→鳴虫山 10：35→独標 12：10 

     →やしおの湯 13：20→憾満ケ淵・並び地蔵 14：40→15：30 

      

車窓から朝日に照らされた富士山や雪をうっすらまとった男体山を眺めながら、１日が

スタートしました。東武日光駅から街中を少し歩いて登山口に向かい、登山が始まりまし

た。すぐに、木の根が張りだした道が始まり、何度も登ったり下りたり、またまた登った

り下りたりしながら、山頂を目指しました。すっかり葉が落ち、登山道は落ち葉で覆われ

ていて少々歩きにくかったですが、葉を落とした木々の間から、男体山や女峰山を見なが

ら山頂をめざしました。ザクザクと霜柱を踏みしめて登っていくと、待望の山頂に到着。

山頂も雪のように霜柱に覆われていました。山頂からは、少し雲がかかってきてしまいま

したが、男体山やふもとも町が見渡せました。 

山頂では、森さんがトマトスープを、鎌形さんが本場のダージリンティーを振舞ってく

ださり、心も体も温まりました。そうこうしているうちに、太陽が陰り始め急激に寒くな

り、早々に温泉を目指して再スタート。独標を過ぎると、ロープがあり、木の根と高低差

のある段差が連続する下りが続きました。だんだん傾斜も緩やかになると、やしおの湯へ

の分岐に到着しました。 

温泉で温まったあとは、憾満ヶ淵・並び地蔵に向かいました。憾満ヶ淵は青緑の水が勢

いよく谷間を流れ、清々しい雰囲気でした。並び地蔵は参詣者が地蔵の数を数えてみると、

その都度数が違うというところから、「化け地蔵」とも言われているそうです。みんなで試

しに数えてみると「９９」と「９８」と言う人に分かれ、まさに「化け地蔵」でした。日

光にこんな素敵な名所があることを初めて知りました。その後は有名な神橋を通って、無

事に東武日光駅に到着しました。 

 

晩秋の１日、不慣れなリーダーを支えてくださった参加者の皆様のおかげで、とても楽

しく充実した山行となりました。ありがとうございました。 
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赤城山  

記 松田弘一 

山行日 2019 年 11 月 30 日 

 

メンバー 松田（弘） 会員外 

 

コースタイム おのこ駐車場 8：51～駒ヶ岳登山口 9：57～駒ヶ岳 9：57 

赤城山 11：02 ～黒檜山登山口 12：53～おのこ駐車場 13：35 

 

おのこ駐車に到着、車から降りると強風！ 寒い！！ 気温 0° 雪も降っていました。  

上を見上げると赤城山、駒ヶ岳は雲の中・・・。 

 

登山口から雪があり、滑りそうなのでチェーンスパイクを装着して登る、ほどほどの登り、途

中、鉄の階段が何度か出てきて慎重に行く、駒ヶ岳到着、少しだけ景色みられました。 

駒ヶ岳から赤城山までの道は急で息を整えながら登る、やっとのことで赤城山頂上。 

ガスで何も見えず！！  絶景スポットが山頂から 2 分の所にあるみたいなので行ってみた。 

なにも見えず！！！   
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赤面山(那須） 
山崎寧子 

 

 

日：  ８月 29日 

メンバー：  L山崎寧子 会員 2 

行程：  登山口 9：00～赤面山山頂１1：25(昼) 12:15～14:30登山口 

 

感想： 

稜線を歩きたい、真青な空と白い雲がうかぶ登山道を歩いて、夏の終わりのにおいのする登

山道をあるいて、 

稜線を眺めたい。 

選んだ山は、那須の赤面山から三本槍ヶ岳だ。 

赤面山の山頂付近から、みごとな稜線歩きとなり、遠く那須の朝日岳・槍ヶ岳へつづく稜線

へと続いている。 

思い切り稜線を満喫するも、昼ごはん途中の豪雨でやむ各下山だったか、最高の稜線歩きと

なった。 

 

 

 



 

69 

 

 

 

 

令和元年年 10 月 19～20 日 45 周年会員バスハイク 尾瀬  

 

 

 

 

 

 

編集後記 

 今年の始め、足の骨折と思いもよらない事が起こり山行には参加できないと思い少しで

もお役に立てればと、「てんとさいと」の編集をさせて頂きました。 

ほんとに何でもないところで転び今まで骨折なんてしたことが無かったので診断されてシ

ョックでした。ご心配やらご迷惑また色々お世話頂き感謝でいっぱいです。  

まだトラウマもあり体力・筋力に自信がありませんが頑張ります。 

皆さんも気を付けてくださいね！！ 

今回で 2 回目です、前回も秋号を担当でした紅葉山行、バスハイクと沢山の原稿ありがと

うございました。 

 

                                 畑野仁美 
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