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コール   

記 松田弘一  

山に魅せられて 

 

最初の山は山岳ガイドツアーで川苔山でした。鳩ノ巣駅で待ち合わせをして、林道、ぬかる

んだ道、7時間ぐらい歩きました。服装、上着はフリースにジーパンで参加。初めての体験、

途中で足がつりそうになり、とても疲れました。 

山岳ガイドさんが下山後に松田さん 1週間後には、また登りたくなりますよと言われました。 

そのとおり、また山に登りたくなりました！ ガイドツアーで初めて泊まった燕岳山荘では

夕焼けが綺麗で感動しました。よく朝は日の出を見ました。 その後ツアーで知り合った方々

などと一緒に登山に行きました。山が知りたくて、地図読み講習会、天気図講習会で勉強し

たけど・・・。理解したのか！？微妙。 どこかに山岳会ないかと調べていたら草加山の会

を見つけて入会。 いろいろな山に登りたいです。テント泊、山小屋泊などをして夕焼け、

日の出、星空を見て楽しみたいです。 

草加山の会のみなさま、よろしくお願いします。 
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                「私の一名山」 浅井昭光 

 

雪のかぶった稜線に出た時から、目には寒風で涙がともらなく冷たさが身にしみ込んでくる。 

初めての雪山も染谷さんに連れられて、ピッケルもアイゼンも初めて使って登ったところ。 

付いていくだけで必死だったが、ピッケルを刺して抜くとその穴がコバルトブルーの何とも

言えない輝きを見せてくれたのが心を和ましてくれた。 

目の前には、岩峰がそびえ立ち、

間から大きくて綺麗な富士山がド

～ンと座っていた。 

360°の展望、見下ろすと瑞牆山が

下の方に奇岩を見せていた。やが

て山頂近くになると五丈岩と名乗

る岩の近くに出る。どうしたらこ

んなに大きな岩を積むことが出来

るのだろうと不思議に思う。その

裏に行くと神が祭られている。な

んかとても神秘的な場所に感じら

れる。 

まもなく、山頂に立ち小屋へと向

かう事 30 分。暖かいコタツの中でお酒を交わし話が弾む。 

夜、昔は気持ちが悪くなるほどに星が瞬いていたが近年は街明かりのせいか、それ程感動し

ないのが残念だ。しかし、あれから何回も同じコースを違うメンバーで誘い合って登ったが、 

やはりこの山は私にあっている山のような気がする。「何処が」と聞かれると困るが、私の山

だからだ！と答えたい。是非、皆さんも一度は行きませんか。歩き始めは極、普通の山道。 

そして、暫くは鳥の声も獣も出ない淡々とした面白くない道。やがてドンと大きな岩が出て

来てさらにつまらない道を歩く。と急に登りがきつくなり稜線へと出る。 

機会が合ったら行きましょう！積雪時は、一味違いますよ。 

稜線からの富士山 一番奥の山 
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山行 日程 山 岳 名 L 参   加   者 

個 12/1 榛名富士 鈴木廣 澁谷 松井 下川 森は 平野 

兼堀よ 森り    

個 12/1 鶏冠尾根鶏冠山木賊山 長田 会員外１ 

会 12/8 日和田山 

（忘年山行） 

澁谷 

 

 

 

 

 

 

森り 浅井て 浅井ゆ 染谷 小野寺 

鎌形 土屋 福田 小林い 山口と 

山崎ま 下川 杉山 兼堀よ 兼堀え 

鈴木ひ 阿部 和田 畑野じ 八並 

村上 出口 森は 平野 殿塚 

山本 新庄 井口 中島 松井 

四宮 畑野ひ    

個 12/8 尾瀬 樋渡  

個 12/8 湯河原幕山 長田 沼田 岸野 山田 会員外 3 

個 12/29 八ヶ岳 広河原沢 長田 会員外１ 

個 1/2～4 槍ヶ岳 中崎尾根 長田 会員外１ 

個 1/4 三床山 鈴木ひ 

 

 

澁谷 兼堀よ 山崎ま 下川 出口 

大門 新庄 八並 浅井て 浅井ゆ 

芳野 森り 平野   

会 1/5 

 

弘法山・権現山 

（新年山行） 

鎌形 

 

 

 

畑野ひ 小野寺 小林い 澁谷 兼堀よ 

兼堀え 山崎ま 森は 村上 土屋 

福田 和田 山口と 松田た 一ノ宮 

鈴木ひ 池本 殿塚   

個 1/11 唐松岳 鈴木か 岸野 榊原 浅倉 

個 1/11 中倉山 樋渡  

個 1/11

～12 

金峰山・瑞牆山 浅井て 土屋 四宮 松田こ 村上 宮澤 

個 1/12

～13 

霞沢岳 西尾根 長田 会員外１ 

個 1/13 山中湖パノラマ台 樋渡 山崎ま 小野寺 山本 

個 1/15 下町スィーツ江戸散歩 

浅草～上野 

松浦 

 

畑野ひ 小野寺 黒澤 杉山 井口 

兼堀え 青木 澁谷 石井ふ  

個 1/18 蔵王連山 榊原  

個 1/19 かぐらスキー場  

ニセかぐら BC 

長田 

 

会員外 2 

個 1/25 葉原峠・宝登山 兼堀よ 染谷 殿塚 小林い 森り 宮澤 

個 1/25 

 

宝篋山 

 

小野寺 

 

浅井ゆ 山本 和田 遠藤 石井ふ 

黒澤 新庄 兼堀え   

個 1/25 天狗岳 松田こ 鈴木か 榊原 

個 1/26 谷倉山（栃木） 樋渡   

個 1/26 谷川岳 山田 会員外１ 
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個 2/1 

 

奥日光スノーシュー 

ハイキング 

森り 

 

浅井て 浅井ゆ 山崎ま 

個 2/2 夏沢鉱泉 アイス 長田 会員外１ 

リ 2/8～

9 

谷川岳 西黒 

雪洞 

浅井て 鈴木か 朝倉 榊原 松浦 森り 松田こ 

矢野 

個 2/8～

9 

谷川岳テント泊 沼田 石川 会員外２ 

個 2/9 幕山 井口 浅井ゆ 出口 兼堀え 澁谷 石井ふ 兼堀よ 

個 2/9 広河原沢～阿弥陀アイス 長田 山田 

個 2/10 奥多摩 本仁田山 殿塚 井居 土屋 

個 2/11 半月山 樋渡 畑野 山崎 山本 小野寺 

個 2/13

～14 

釧路湿原 浅井ゆ 小林い 兼堀え 兼堀よ 

個 2/14 宝篋山 山崎ま 澁谷 下川 山口と 

個 2/19 三浦富士 兼堀え 兼堀よ 小野寺 澁谷 下川 鎌形 和田 

新庄 中島 阿部 黒澤 鈴木さ 山本 

個 2/22 阿寺山 殿塚 鈴木か 松田こ 榊原 

個 2/23 奥日光スノーシュー 森り 宮澤 

個 2/28 雨巻山 殿塚 土屋 遠藤 村上 

個 2/28

～29 

黒斑山 浅井ゆ 小野寺 黒澤 澁谷 山本 兼堀よ  

山崎ま 下川 畑野じ 石井ふ 

個 2/29

～3/1 

蔵王・熊野岳地蔵岳 

ドッコ沼～温泉縦走 

松浦 榊原 松田 山田 
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【 伊吹山 】                       石川 浩道 

 

山 行 日： ２０１９年１１月２日（土） 

メ ン バ ー： 浅倉直人（Ｌ）、石川浩道  ２名 

コースタイム： ４時間３０分（休憩３０分） 

 

京都駅東口８時集合～伊吹山登山口１０時００分～２合目休憩所１１時００分～８合目休

憩所１１時３０分～山頂１２時００分（昼休憩３０分）～登山口１４時３０分 

 

仕事で京都への出張予定を伝えたところ、「じゃあ山行きましょう」というリーダーの誘い

を受け、伊吹山へ行ってきました。 

快晴で天候も良く、行楽シーズンということもあり、名神高速道路が渋滞していたため、

予定よりも１時間近く遅いスタートとなってしまいました。 

紅葉が始まりかけ、絶好のハイク日和でしたが、人気

の高い山なので至るところで人の渋滞が発生していま

した。 

３合目を過ぎたあたりから、一帯を見渡せる景色に変

わり、山頂は琵琶湖も見えるパノラマ景色が広がり、売

店で食べたどんぶり飯はすごく美味かったと思うので

すが、一瞬で食い終わり２人とも何を食ったのか覚えて

いません。 

登山口から山頂までは、１本道の登山道なのもあり、

リーダーの先導で無事下山。 

京都駅でレンタカーを返し、帰りの新幹線で山行を振り

返ることも無く、リーダーは、新幹線内で腹を出して寝

ていました。 

ちなみに、京都駅より、滋賀（手前）で合流したほうが、東京から近い上に、往復の車が

２００ｋｍ近く短縮できるのですが、リーダーはこのことに気づいていないようでした。 

これも含めて、非常に楽しい山行で、またリーダーと沢山の山に登ろうと思いました。 
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榛名富士 

実施日：2019年 12月 1日 

                                記：森 律子 

メンバー：鈴木廣、染谷、松井、下川、森は、平野、兼堀よ、森律 

コースタイム：8：14登山口→10：14鬢櫛山→11：22烏帽子ケ岳→13：37榛名富士 

→14：24榛名富士登山口 

 

関越自動車道を通るたびに見える榛名富士

一度は登ってみたいと、ずっと考えていまし

たが、やっとチャンス到来！ 

車 2 台で縦走できるという素晴らしい企画、

下山口に車を 1 台手配していざ入山・・・・

ところが道が荒れていて登山道が分からなく

なっていました。 

ここはさすがに山の会の勇士たち直登する

ことにコース変更 

GPS を見ながら岩場をさけて沢筋を登りま

す。途中いのししの泥浴び跡などありなかな

か面白いルートでした。 

 

 

鏡榛名富士きれいに見えました↓ 
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鶏冠尾根 鶏冠山 木賊山 

 

L:長田 一樹 会員外 

2019.12.01 

7:05西沢渓谷駐車場7:15→7:45鶏冠谷出合渡渉7:55→10:10第一岩峰のコル（チンネのコル）

→10:40 第三岩峰取り付き 10:45→11:00 第三岩峰ピーク→11:15 鶏冠山頂上 11:20→ 

12:10 2177 峰ピーク→13:20 木賊山→13:25 2620ｍ付近大休止 13:55→ 

14:50 徳ちゃん新道分岐→16:10 林道→16:45 西沢渓谷駐車場 

 

最近、週末毎の雨で外岩クライミングも出来ていないし、何より歩いていないから、冬が始

まる前に足慣らしとアイゼントレも兼ねて行ってきました。 

 

鶏冠谷の出合で渡渉しようと岩に足をかけると滑る（汗）よく見ると岩の上部が凍って氷が

張っている（笑）こんな所でアイゼン出したくないからと、上流を偵察するも、同じ様な岩

の状態でした。。。 

仕方ないのでストックで氷を破壊しながら渡渉

する事にしたのだが。思ったより時間かかるし寒

いしで若干萎える。第三岩峰迄は 2 度ほど行って

いるので特に印象は無し。 

第一岩峰に取り付く頃には風が強くなりゴォゴ

ォと唸りを上げてくる、今日は暖かくなるとの予

報を信じてインサレーション持って来ていない

のでカッパを上に来て登り出す。第二岩峰まで来

ると稜線上になるので周りが良く見えるのだが、

本日富士山は愚か、甲武信岳にこれから目指す木

賊山も雲の中…愚痴っていても仕方ないので手

袋つけたまま鎖は使わずに通過、第三岩峰でロー

プとアイゼン出して通過、若者二人 P がフリーで

来たので、先に行ってもらう。第三岩峰ピークで

「さみーさみー」連呼しつつ装備を仕舞い鶏冠山

のピークを目指す。鶏冠山のピークに着く頃には

若干風が収まってくる、此処から先も地味にアップダウンの繰り返し、長いのに加えて展望

もないので飽きてくるが 2177 峰に着く頃には、風は未だあるが雲も取れて富士山も見え薄

く雪化粧した甲武信岳に木賊山も見えてきた！ 
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ここから一度下がって、また高度を上げなくてはな

らない、冬山装備に比べれば全然軽いのですが最近

歩いていなかった身体には十分に堪える重さと高

度差です（汗） 

バリエーションというよりは破線ルートの様な踏

み跡辿っていくと最後は縦走路へ飛び出る、折角だ

から木賊山のピークを踏みに行くと、登山道の両サ

イドは薄っすら雪を被って登山道には長い霜柱が

出来ていた。前夜かなり冷え込んだのだろう。今も

気温は 0度で風が吹くと寒くて堪らない！冬だなぁ

と実感させる指の痺れを感じると何となく嬉しく

なるのは自分だけだろうか？ 

 

風が避けられて日が当たる所でお湯沸かしてスー

プとコーヒーの大休止。 

この頃になると予報通り温かい午後の日差しが降り注ぐ。 

大休止が終わったら日が落ちないうちに駐車場に戻りたいので飛ばし気味で下山するも、途

中で足が吊りそうになり休憩、ペースを若干落として下山するが今度は相方の膝痛が出てく

る。それでもヘッデンにはならないで駐車場へ到着できた。 

温泉は初花にしようかと思いましたがはなぶさ温泉へ、ヌルっとした感触味わってから温泉

内のお食事処で食事して帰りました。 

累計標高差 1600ｍ 距離 13 キロちょっと、岩峰でロープ使えばちょっとしたクライミング

気分も味わえて、徳ちゃん新道で下山す

れば右手に登った鶏冠尾根が見える思い

の外、楽しいルートでした。 
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日和田山 

 (305M） 

                                                             記：澁谷 久美子 

◆山行日：2019 年 12 月 8 日（日） 

◆山行者： 1 班 浅井昭・澁谷・小林・鎌形・山本・杉山・松井 

      2 班 兼堀恵・小野寺・村上・平野・森花・阿部・下川・福田 

      3 班 染谷・浅井祐・土屋・出口・山崎正・鈴木廣・井口・四宮 

      4 班 兼堀善・八並・和田・山口敏・畑野順・新庄・殿塚・森律・畑野仁  

◆コース：南越谷 6：39～新秋津 7：07～秋津(準急)7：22～小手指 7：33・(快速)7：35 

     ～高麗 8：00 

     高麗駅 8：30～(1H)日和田山～(50)物見山～(40)北向地蔵～ユガテ(11：30 着予定)

忘年昼食会タイム～13：00 頃出発～吾野駅 

吾野駅 15：15 発～南越谷 16：45 着 

 

おだやかな天気に恵まれ、のんびり令和元年の忘年山行に出掛けました。 

参加人数 32 名 4 班に分かれ電車にて日和田山、物見山、ユガテで豚汁を作りゆっくり忘年

会を楽しんできました。 

各班のリーダー、食材の準備をしていただいたサブリーダーに感謝しています。また参加く

ださった皆さんありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

こぼれ話 

「リュックの底に入れておいた赤

ワインのビンが割れ、リュックの底、

腰のあたりまで赤く染まってしまい

ました。 

“赤ワインのシミは白ワインで色を

中和すると良い”ネット情報を試し

たそうです、うまく出来たとのこと

です」お試しを！！ 
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尾瀬 

記：樋渡 義晴 

◆山行日：2019年 12月 8日（日） 

◆山行者：単独 

◆コース：富士見下 

 

恒例の初冬の尾瀬山行。 

 

富士見下ゲートまでいつものように車で、と思っていたらスキー場あたりで降雪。  

あれっ、車は無理かな～  とスキー場に駐車、と言っても置いてあるのは私の車だけ。 

ちょっと心配、ちょっとワクワクしながら歩みを進めるのだけど、ズボッ♪、ズボッ♪、 

致し方なくスノーシューの出番。 

 

いつものヤドリギに出会う。 やあ！ また来たよ～ 

 

 

4時間を過ぎても富士見峠にも達しない (^^;) 

 

 

うーん、雪遊びして帰ろう！ 

  

次は・・・ 春にまた来よう!! 
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リードクライミングデビュー 湯河原幕山 

記：山田 朗子 

日時：12月８日（日）8:00～16:00 

メンバー：長田、沼田、岸野、山田、会員外３名 

 

クライミングジムに通い始めて３か月、外岩に連れていっていただける機会をいただいた。

クライミングに関して、はてな？？？だらけの初心者ですが、自分で登るのはもちろん、他

の方の登りを見るのも面白い。 

１本目：シンデレラ 5.7トップロープで岸野さんと私が交代で登る。下から見ていると簡単

そうだが、実際に登ってみると思ったより傾斜を感じる。無事終了点まで行き、終了。 

２本目：アリス？5.9   短いルートをトップロープで順番に登る。ほぼ垂直だが、手や足を

かけるところが割とあり、すんなり行けた。 

３本目：せっかくだから、リードで登ってみたら、と言われ、２本目の同じとこを今度はリ

ードで登る。できるのかできないのか自分でもよくわからなかったが、何だか行ける気

がする。向きに注意してヌンチャクを支点にかけ、ロープをかけて登る。やってみたら

意外と落ち着いてできた。 

４本目：隣の 5.9をリードで登る。今度は長田さんにヌンチャクをかけてもらい、登り方を

見てから、リードで登る。左に寄りすぎ？？？ルート取りがあっているか謎。 

５本目：マゾおけさ 5.10b トップロープ。テンションかけてもらってしまったが、トップア

ウト。これは楽しい(*^-^*) 

６本目：アリババ 5.10bトップロープ。 ２～３回落ちたりテンションかけてもらったりアド

バイスもらったりしながら時間かかってトップアウト。今日触った中では一番難しかっ

たな～。 

７本目：アン 5.10a トップロープでテンションかけて    

もらいながら、トップアウト。 

８本目：ニューアライ 5.10a 行ける気がしてたのに、  

２ピン目で手も足もない～～～（実際は左のほう  

にあった）何回探してもどこ探しても何回粘って   

も自力では見つけられず、敗退（T_T） 

今回、一番印象に残ったのは会員外のボルダー初段の

方。毎日トレーニングしているそうで、マナーも素晴

らしかった！私も自宅で頑張ろう！と、いい刺激をい

ただけました(*^-^*) 

 

長田さん、沼田さん、計画準備やロープかけていただ

いたりヌンチャク回収していただいたり等ありがと

うございました<m(__)m><m(__)m> 
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        広河原沢 左俣・右俣アイスクライミング 

L:長田 一樹 会員外 

 

12/29 船山十字路駐車場 8:15→9:50 広河原沢二俣テント場 テント設営 10:15→11:15 左俣

F111:35 見晴らしルンゼ入り口→12:10 見晴らしルンゼ奥滝取付き休憩 12:35→12:45 登攀開

始 13:45 終了→懸垂下降→14:30 取付き 14:40→15:45 テント場 

 

12/30 テント場 7:45→右俣→9:55 クリスマスルンゼ取付き 10:10→10:15 登攀開始→クリス

マスルンゼ大滝上部 11:00→上部偵察 12:00→懸垂下降→13:00クリスマスルンゼ取付き→テ

ント場 14:30 撤収 14:45→15:50 船山十字路駐車場 

 

アイスクライミングのシーズンイ

ンなのだが 12 月はどこも結氷が

悪いようで年明けてから出ないと

無理かなぁなどと思っていたらク

リスマスから年末にかけて寒気が

降りてきて凍ったようでしたので

去年行けなかったクリスマスルン

ゼに行ってきました。 

初日は年末の仕事と呑みの疲れが

蓄積していた為、遅いスタートと

させてもらい、去年も行っている

見晴らしルンゼで足慣らし。 

しかし左俣の入り口の F1 小滝はほっそい氷…

本当に凍っているのか不安になりながら歩を

進める。見晴らしルンゼ入り口もシャバシャバ

で薄いは、岩は出ているはで緊張する。途中も

全然氷が発達しておらず不安を抱えて見晴ら

しルンゼに到着すると奥の手前の日陰部分の

大滝は凍っていて一安心、先行 P がいたのでラ

ンチ休憩も兼ねて待機、先行 P の 1P 目が終わ

った所で準備して登攀開始、下部は寝ているナ

メが 6ｍくらいですぐに歩きになる、奥の立っ

ている滝にてスクリュー2 本で支点を取り後続

を引き上げる。先行 P の 2P 目を待つ事 20 分、

懸垂下降してきたので登攀開始、立ってはいる

が段々の部分もあり比較的楽なのだが如何せ

ん氷が脆い脆い、アイゼンが外れたりしてヒヤ

ッとしたがテンション掛けずに上部へ抜ける、
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スクリューで支点作成してと思って

いたのだが足りなくなる、右岸側の

立ち木に移動したいのだが、先行 P

が未だ懸垂下降 2P 目をスタートし

ていないため立ち木の真下に居る

(汗) 岩が脆く不安定なので取り敢え

ず待っていたのだが、あまりにも時

間かかっているので断り入れて立ち

木へ移動して、終了点作成して後続

引き上げて終了。 

50ｍダブルで懸垂下降したのだが、

ロープのキンクに雪の付着でどうに

もならず止まって解す事 3 回、疲れ

ました(汗) 

 

本日のアイスは終了でテント場戻っ

て宴会して 19:30 には撃沈 

 

翌日は早起きするつもりが寝坊して

テント場から一番遅い出発、既に相

方山岳会の人が日帰りで駐車場から

登って来ていました(笑) 

右俣へ入りひたすらテクテク歩いていくとアレっ？滝が出現？？やってしまいました右に入

る所を通り過ぎていたので戻って入り直す、朝から雪がチラチラしていたがこの辺りから本

格的に降り出してくる、クリスマスルンゼ混んでいるかと思ったら、既に帰ってくるパーテ

ィーに遭遇、話聞くと上に抜けたパーティーの外に、もう 1 パーティーが現在取り付いてい

る模様、一組待ちならと

安心して向かう。取付き

に付くと昨日見晴らし

ルンゼにいたパーティ

ーの方たちでした。大滝

下部の寝ている所で練

習すると言っていたの

でフォローが登った所

で、ハードシェル着込ん

でこちらもスタート。 

1P 目は相方担当、昨日

の見晴らしルンゼより

は立っていて高さもあ

るが問題無く通過、上部
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のバーチカル部分左側がシャバシャバのウォーターアイスで支点作成に戸惑っているようだ

が程無くして、コールが聞こえてビレイ解除、自分も登り 2P スタート地点に辿り着く。 

左側はシャバシャバと水が滴っていて繋がっていない、右側も繋がっていないので真ん中い

くしかないのだが、氷は柔らかく不安定な所が多数、雪もかなり降ってきたので早く終わら

そうと登り出すが、焦っていたのか？一本目のスクリューに掛けたヌンチャクが外れる(汗) 

2 本目を撃ってそのまま行こうとしたのだが、上部が解らない為、弾切れになる可能性もあ

ったのでクライムダウンして回収して登り返す、氷の状態は思っていた程悪くは無かったの

が幸いでした。抜けて奥に残置の終了点があるのが解ったので奥へ、後続引き上げて。ここ

で終了しようとしたのだが、折角だから上部へ抜けるルートの偵察もしたいとなり、更に上

部へ向かう。 

雪が多くて普通にラッセルになり、沢床は氷で埋まっていない為、非常に歩き難く時間がか

かる。ロープ一本分伸ばしてみたが面白そうな滝も見当たらなかったので、適当な倒木を支

点に懸垂下降を始める、積もった雪にすれたロープは沢山の雪が纏わり付いていてバックア

ップのマッシャーは効き過ぎるのでバックアップ無しで行くのだが、今度は手袋の中で雪の

付いたロープは思いの外滑るのを思い出し焦る、別々に捌いて両サイドに纏めて下降するも、

雪面にロープが擦れる事で、又々絡まり下降に時間がかかる、50ｍダブル 3 回で漸く取付き 

に到着、気温は低くないが雪が本格的に強くなってきたので、武藤返しの滝は諦めて下山す

ることにした。降りてテント場に着く頃には雪も止んで一段と気温が高くなった感じがする、

ハードシェルもテントもビショビショだったが纏めてザックに放り込んで、駐車場へ向かう

やはり道の雪も行きより溶けていて既に残雪期の様相で焦る、年明けからまた寒波が入るよ

うなので雪崩怖いねなどと話しつつ駐車場へ到着、もみの湯でお風呂入って、テンホウで肉

揚げ野菜炒め食べて帰りました。 
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槍ヶ岳 中崎尾根 

L:長田 一樹 会員外 

 

1/2 新穂高駐車場 6:05→7:25 穂高平小屋 7:35→8:55 白出沢出合 9:05→10:40 滝谷避難小屋

10:50→12:10 槍平 12:20→中崎尾根取付き 12:25→14:05 ビバーク地点 2250ｍ 

 

1/3 ビバーク地点 7:15→中崎尾根稜線 7:35→10:15 千丈沢乗越手前岩稜帯(2680ｍ)10:30→敗

退→12:50 中崎尾根下降地点→13:05 ビバーク地点 

 

1/4 ビバーク地点 7:15→7:45 槍平 7:55→8:40 滝谷避難小屋 8:50→9:45 白出沢出合 9:55→穂

高平小屋 10:50→12:15 新穂高駐車場 

 

厳冬期の槍ヶ岳 

非常に甘美で唆る山行ですが、今一つ踏ん

切りというか思い切りが付かず先送りして

いた感があったので、登れて無くても安全

第一で行ってみようと思い立ち行ってきま

した。ヤマテンの予報では 3 日間共、時折

晴れ間は覗くが基本的に雪、1/1 夕方現在

で大荒れ情報が無いので雪も大した事無い

との判断でしたが。。。 

前夜入りした時点で、沢渡から本格的な雪

で新穂高温泉も雪でした。1/2 朝も雪がチラ

ついていたのでハードシェル着込んで出発、

荷物が 20 キロ超えなので汗をかき過ぎ無い

ように調整しつつ歩く、穂高平小屋で朝食と

トイレ休憩、ここで 5 人 P の方々と話す。飛

騨沢から槍ヶ岳目指すとの事だったが雪崩が

怖いとの事、自分たちは中崎尾根と伝えて

別々に出発、白出沢に辿り着くまでに学生 6
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人 Pと若人 2 人 Pにソロの方に抜かれる、

11 時前に滝谷避難小屋に到着するが行

程が押している事がハッキリと解る、晴

れ間が覗いているが長くは持たない感じ、

できれば中崎尾根の 2500m 付近まで上

がりたかったがこのペースだと良くて奥

丸山付近に行けるか？中崎尾根の取付き

支尾根に乗れるかどうか？と言った感じ

なので再び雪が振り始めた槍平にて相方

と相談する、槍平でテント貼って明日空

身で飛騨沢から行く事も考えたが雪崩の

危険性が高いので却下、槍平でテント貼

って明日空身で中崎尾根経由でのアタッ

クも考えたが、それなら今日上がれる所

まで上がろうとなり中崎尾根の取付きへ

向かう。 

支尾根は、いきなりの急登に雪の状態が

悪く、重荷の自分達は踏み抜くこと数回、

途中からわかんを付けましたが、もっと

早く付けて行くべきでした。 

2250ｍ付近の登山道脇にビバークポイント発見したので尾根に乗る前でしたが、行動を打ち

切る事とする。抜き返した 2 人 P はもう少し上に行きますと行って登って行った、整地して

テント張って水作っ

てラーメン食べてウ

ィスキー舐めたらア

ッと言う間に撃沈し

ていました。夜に一度

起きて雪かきが必要

でした。 

5 時起床、チラチラと

雪は舞っている、5:15

にソロの人の足音が

聞こえる中崎尾根の

ようだ、用意しながら

外の様子を確認して

いると槍平でテント

張っていた 5 人 P の

方達も上がってきた

ようだ、飛騨沢の雪崩が怖いので、時間決めて中崎尾根にしましたとの事、こちらも準備し

て最後尾からスタート、本日はスタートからわかんで空身なので埋まる事も無く順調に歩く

中崎尾根のアップダウンを味わいながら、晴れていれば遠くに槍が見えて、それに向かって
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歩く素晴らしいルートなんだろうねと話しつつ雪が舞う尾根をひたすら歩く、2500ｍ超えて

樹林帯がまばらになって来ると風も強くなる。朝には雪も止んで昼前には晴れ間が覗く予報

だったが、ここまで雪は止んでいない、そのまま進むと千丈沢乗越手前の岩稜帯が見えてく

る、そしてそこに向かう集団が確認できる。樹林帯を完全に出ると風と雪が待っている。集

団の先頭が停滞しているようで、自分たちも程無く追いついてしまった。もしかしたら行け

るんじゃないかと甘い期待もあったが、10：15 時点で 2680ｍ岩稜帯の通過は一番最後なの

で後一時間は待たされるであろう。ここで止まっていた集団の先頭がロープを出し始めた。

晴れていればナンテ事のない斜面なのだろうが、大荒れでは無いとは言えソコは北アルプス

の風と雪、ロープ出したくなる気持ちも解るが、これで更に時間はかかる。強引に右側のル

ンゼ状を登って抜く事も出来るかもしれないが落ちたら飛騨沢まっしぐらだろう。雪の量も

増えてきて何回かホワイトアウト状態になっている。振り返ると 30 分ほどでトレースの半

分近くが埋まっている箇所もある。おそらく夕方から雪の予報が早まったのだろうと考え、

相方と相談する。抜けるのに早くて 3 時間、また抜けたとしても下降にロープが必要になる

であろう、シビアな状況を考えていなかった自分達は 30ｍロープだけなので役不足は否めな

い、 

天候の悪化は早まっている。なので敗退を潔く決めて帰る事とする。 

一旦決めたら、トレースが埋まる前に帰ります。最後だった自分達が今度は先頭で消えかか

ったトレースを追いかけて戻ります。僅か 30 分から一時間で 1/3 近くのトレースが消えてい

ました。樹林帯に入るまで膝下の

新雪ラッセル状態で非常に疲れま

した。樹林帯で疲れて休憩してい

ると全部のパーティーが戻って来

た(笑)先頭のロープ出していた学

生パーティーまで戻ってきたのに

は苦笑いするしかなかったのです

が…あれだけ待たせて戻るくらい

なら先を譲っても良かったんじゃ

ないかと思うのは自分の器量が狭

いのでしょう｡｡｡ 

全パーティーが天候悪化の為、稜

線上から降りて槍平に張り直して

明日下山との事でした。自分達は

張り直すのも億劫だったのでビバ

ークポイントでもう一日過ごす事

にした。日中からの雪は夕方にな

っても止まず却って強くなり夜通

し降っていました。夜 3 回雪かき

で表に出る、サーッというかザー

ッとういうか表層雪崩の音が引っ

切り無しに聞こえてきて睡眠を妨げる、と言う割には良く寝れましたが(笑) 
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朝起きると雪は止んでいて風も収まっている向かいに南岳や中岳が薄っすらガスをまとって

見え、所々青空も覗くので少し期待していのですが、結局最後まで穂高がバッチリ見える事

は無かった(TдT) 

テントを片付け、ガスも使い切って撤収、トレースは完全に埋まっていますが何とか検討は

付く感じです。わかんを付けて北アルプスのディープパウダーの世界を満喫しつつ下山しま

す。わかんを付けてても太腿ラッセルですが雪が軽いのでふわふわとした浮遊感が味わえて、

しかも重荷を感じなくてすみ、膝や腰に非常に快適でした。こんな粉雪ラッセル登りでは絶

対に遭遇したく有りませんが(笑)非常に貴重な体験をしました。 

下りは槍平まで 30 分程で到着、槍平で休憩して滝谷避難小屋目指します。途中も晴れるか

と穂高眺めながらシャッターチャンス待ってみましたが駄目でした。 

諦めて降りていると又雪がチラつき出してきます。白出沢、穂高平小屋と通過して新穂高温

泉駐車場に付くと曇りですが観光客や登山者でロープウェイは満杯です。 

中崎山荘にてお風呂入って飛騨牛定食と温泉卵を食べて戻りました。 

久々に色々と考える山行でした。着る物から始まり持って行く物ガスの量など今までよりシ

ビアにしてみたので結果がどうなるか不安な所もありました。備忘録として書いておきます。 

 

① ガスは 2 人で 2 泊なら水を作っても 250ｇでも足りる。予備用に 110ｇがあると安心 

② ハードシェルを毎日朝から着用して行動する事が初めてだったので中に着る物が不安だ

ったが下は MHW のフリースに FT のタイツで十分。上半身はその都度調整 

③ インナーゲイター付きの靴とハードシェルは便利、スパッツもゲイターも不要 

④ ハードシェルが濡れても寝袋とシュラフカバーの間で乾く 

⑤ 但し寝袋の湿気は増える 

⑥ 非常用にホカロンは大事（但し常用はしない行動中には付けない） 

⑦ 雪稜はアイゼン・ピッケルよりわかんとストック（わかんにラチェットは便利） 

⑧ テントポール差込部分にシリコンスプレー塗布する事（凍結防止） 

⑨ 行動食は好きな物、食べたい物を持って行く（無印良品高いけど美味しい物多いです） 

⑩ テント内の結露を吹くタオルを考える 

 

以上です。寒いし不便ですがテントでの冬山楽しいですよ！！ 
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三 床 山 (みとこやま) 334.9m (栃木市佐野市田沼)   

                                                                記：下川 賀也 

【日 程】2020(令和 2).1.4(土)         【天 候】晴れ 

【ﾒﾝﾊﾞｰ】L.鈴木(廣)、兼堀(善)、澁谷、山﨑(正)、下川、出口、大門、新庄、八並、平野、     

      芳野、浅井(昭)、浅井(昭祐)、森(律) 

    

【コ-ス】獨協大学前駅 7:00→佐野田沼 IC→8:25 出流原弁天 9:00→鹿島神社駐車場 9:30～

沢コース分岐～10:00 三床山～10:40 ニ床山～11:00 一床山～12:30 鹿島神社駐車

場→佐野やすらぎの湯→佐野藤岡 IC→獨協大学前駅 

【経 費】3,000円(高速道路代、車代、湯代)    

 

三床山の前に出流原弁天様へ。湧水がこん

こんと出ている名水百選のある弁天様で、近

くに御堂があるとリーダーが車で探すこと、

数分。地元に人に聞いたら池のすぐそばの石

段の上の方に有り、清水寺のように、崖に突

き出た江戸時代に建てた立派な御堂があり、

びっくりした。車で一寸目を閉じている間に、

近くにソーラーパネルが沢山ある鹿島神社に

着き安全登山をお願いして、登山口へ。榊の

トンネルを通り三床山の登りへ。急なジグザ

グを２０数分で山頂へ着く。風が強く、三つ

の小さな祠を御参りし、二床山へ。小石や砂

利混ざりの急な下りを無事に下り、尾根道で

はスカイツリーを見ながらニ床山着。山頂は

狭く１５人ゆっくり座るスペースが無く、は

るか彼方に見える山頂が丸裸の一床山に向か

う。昼食の為、頑張り十数分で着いた。３６

０度の素晴らしい展望でお腹も気分も大満足。

ゆるい坂道を下り、振り向くと三床、二床、

一床と半馬蹄形に見える。 

山の裾野を通り無事駐車場へたどり着きま

した。ありがとうございました。 
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新年山行 弘法山・権現山 
記：鎌形瑞枝 

日  時・・・2020年 1月 5日 

 

メンバー・・・L.鎌形、畑野（仁）、小野寺、渋谷、兼堀（善）、兼堀（恵）、小林 

        森（花）、村上、土屋、山崎（正）、福田、山口（敏）、一ノ宮 

        和田、松田（武）、池本、殿塚、鈴木（廣） 

 

コース・・・・7：17草加駅・・7：38北千住・・8：29代々木上原・・9：20鶴巻温泉 11：

40弘法山――13：30権現山――14：30秦野駅 

 

 丹沢山の近くで、標高 250m足

らずの弘法山、昔から知っては

いたが、初めての入山だ。家並

みが過ぎるといきなり急登であ

る。思わず汗が吹き出した。冬

枯れの木々の間から家並みや相

模湾が見通せる。富士山も頭が

見える。地元ではハイキングに

良いコースと見えて多くの人と

行きかい、左右に何回も避けて見送った。いくつかピークを越え、弘法山到着。弘法大師が

相模まで来ていたようだ。ここでも数人

が昼食を取っていました。我々も色々広

げる。スープとお汁粉。鍋を見ながら乾

杯をする。 差しれもたくさんあり、皆

さんに感謝です。お腹を満たし、風が出

てきて店じまい。持って行ったものはす

べてお腹に収まった感じ。桜の並木道を

権現山に向かう。桜の時期は人々で賑わ

うことでしょう！権現山の近くは、モミ

ジが多く 11 月後半は良い紅葉がみられ

ました。権現山も広々していてお昼には

もってこいの場所です。展望台の上は360

度の眺望で、冬だからこその素晴らしいでっかい富士山を堪能しました。 

 浅間山はどこが山頂か分からず通過し、急な下りを行きでなくて良かった、と思いながら

降り家並みを抜け、川の端に出ると秦野駅でした。私を含め久しぶり歩きには、丁度良い歩

程でした。皆様ご協力ありがとうございました。 
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記：榊原奈歩 

唐松岳 
山行日：2020/1/11 

 

メンバー：鈴木勝（L）、岸野、朝倉、榊原 4名 

コースタイム：8H 

 

8:15八方尾根ゴンドラ-9:00八方池山荘-9:55八方池ケルン-11:22丸山ケルン-13:10唐松岳

山頂-14:26丸山ケルン-15:30八方池ケルン-16:15八方池山荘-駐車場 17:30 

 

 

“テントサイトよろしくね！”と言われ、そういえば暫く書いていない気がする・・、思え

ば 2 ヵ月半は山にいっていない。仕事が忙しくなり、体調を壊し、自身の諸事情に振り回さ

れている間に季節が変わり、年があけていた。 

冬山に入る前に低山でも歩かないと思いつつも、その時間も取れず今回の山行になってしま

った。そんな状況であり日帰りに変わって良かったのかもしれない。 

 

北アルプス、久しぶりだなー。 

スキー場からゴンドラ、リフトを乗り継いで八方池山荘に。そこからコースタイムで約 6 時

間の山行。 

16：00 最終のリフトが本日は 15：00 となっている。下山、間に合うのか？諦めて山荘泊に

なるか？と頭をよぎった。 

この時、上空に筋状の雲がうっすら出ていたのが気になった。それが私たちに天候が下り坂

になるというサインだったことを後々感じた。 

登りだしは好天で気持ちよく順調に進むものの、途中の急登から朝倉君の足が止まりだす。 

しまいに、難所がみえてくると「待っています！」との言葉にリーダーが激を飛ばす。こん

な場所に 1 人置いていくことはできない、滑落させるわけにもいかない。自分から「行きた

いと」いった言葉に責任を持たねばならない。その後も朝倉君の足がとまる度、なんとか連

れて行ってあげたいと心から思うリーダーの厳しい言葉が彼を歩かせる。 

山頂では晴れの絶景が眺められたが、どんどん風が強くなってきた。 

下りの難所を超えたところから、一気に雲が出てきて雪が降りだした。あと 2 時間は下山に

かかりそうで、リーダーは休憩を取らずにひたすら下山することとした。 

途中で爆風にさらされ、耐風姿勢をとってもとばされそうな風に何度もあった。天候はあっ

という間にかわり雪が容赦なく体にたたきつけてくる。気づくとトレースは消えホワイトア

ウトした。 

八方池山荘まであと少しというところで、方向が一瞬わからなくなった。GPS を確認し、道

標とケルンをみつけて無事に八方池山荘にたどり着くことができた。この時、1 人でなくて

本当によかったと心から思い、父が山岳会に入るようにすすめたことがよく理解できた。 

新年早々、晴れと天候急変の厳しさと盛りだくさんの経験となりました。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。 

・・・・・・・ 

 

 

 

勝 朝 岸 奈 
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核心の急登、朝倉君ビビる。他のパーティの下山待ち。 山頂は風が強かったけど、青空でした。 

   
 

天気が怪しくなってきた。 
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金峰山＆瑞牆山 

 

記：村上 綾 

〇日程 ２０２０年１月１１日（土）～１２日（日） 

〇メンバー Ｌ浅井（照）、土屋、四宮、松田（弘）、宮澤、村上 

〇コース  

 一日目（金峰山）瑞牆山荘 9：50－富士見平小屋（テント設営）11：00－大日小屋 12：30

－大日岩 13：20－砂払いノ頭 15：10－富士見平小屋 16：10   

 二日目（瑞牆山荘）富士見平小屋 8：15－大ヤスリ岩 10：20－瑞牆山 10：50－ 

富士見平小屋 14：00 

      

 初の雪山でド緊張の中、早朝草加を出発しました。瑞牆山荘に到着し、装備を整えてテン

ト泊りのザックを背負って登山が始まりました。自分の山の経験の中で最重量１５キロの荷

物を背負い（たった１時間ですが）歩いたことが今回の山行で一番苦しかったかも？と思う

ほどでしたが、無事に富士見平小屋に到着しました。 

手際よくテントを設営したり装備の準備をしたりしたつもりでしたが、すでに予定より１

時間遅れになっていて、山頂まで行くとテントに戻るのは大分遅い時間になりそうでした。

登り始めていくと、次第に道が凍結してきて滑るのでアイゼンを装着しました。先輩の方々

にアイゼンを装着したときの歩き方を教えていただきながら、岩と氷が混じった道を歩きま

した。氷にザクっと爪が刺さっていくのがとてもいい感じで、楽しく登りました。お天気も

最高で、心配していた寒さもなく快適でした。帰りがやはりとても遅くなりそうになったの

で、時間で区切って登れるところまで行くことになりました。森林限界の手前で、寒さと強

風に備えゴーグルを装着したり服装をチェックしたりして、砂払いノ頭を目指しました。砂

払いノ頭に到着すると、３６０度の絶景！八ヶ岳、南アルプス、中央アルプス、そして美し

すぎる富士山。金峰山の象徴五丈岩も。青い空と素晴らしい山々を堪能しました。山頂が見

えるところまで来ていましたが、時間切れで今回は下山となりました。帰りは日が暮れて、

ヘッデンを使ってテントまで戻りました。 

 冬のテントも初めてで、「寒さに耐えられるのか？」と思っていましたが、高級牛肉ですき

焼きを４回も作り、鍋のお湯を 3 回ひっくり返し、ドタバタしながらも温かく楽しいテント

でした。 

 二日目、天気が悪い予報が変わり星空が見えていました。朝のお雑煮でおなかを満たし、

瑞牆山に向けて出発しました。金峰山の登山道よりも岩と氷が混じり歩きにくかったのです

が私にはそれも楽しく、鎖場やはしごもありいろいろな経験ができました。そして待望の瑞

牆山山頂に到着。金峰山や八ヶ岳を望み、山頂を満喫しました。帰りは雪がチラチラ舞い始

めましたが風はなく、足元に注意しながら下山しました。オコジョ目撃情報もあり、出没地

点ではキョロキョロあたりを見回しましたが、残念ながら発見できませんでした。  

初めての雪山で思ったことは、当たり前なのですが、雪山に対応した装備を抜かりなくす

ること、凍った場所では一歩間違えば大きな事故につながるんだということです。もっとも

っと技術も知識ももたなければと思いました。 

 リーダーの浅井（照）さんをはじめ、ご一緒した皆様にはたくさんのことを教えていただ
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きました。ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金峰山（砂払いノ頭） 

瑞牆山 
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中倉山 

記：樋渡 義晴 

◆山行日：2020年 1月 11日（土） 

◆山行者：単独 

◆コース：銅親水公園～中倉山 往復 

 

3連休初日、お天気大丈夫そう・・・何処かへ行こうかな、と思ったらやっぱり中倉山！ 

 

公園の駐車場には数台の車、お天気は微妙だけどまあ、中倉山までは何とか持つだろう。 

 

通い慣れた登山道 ・・・ 昔は静かな、目立たない山だったけど人気が出てトレースもし

っかりして静かな一人山歩きの魅力がちょっと減ったのは残念だけど流石にこの時期は登山

者も一人、二人 ・・・ 落ち葉が サクサク♪ と音を立て心地よい。 (*^_^*) 

 

あっちこっちとよそ見しながら、山頂に到着。 

 

 

孤高のブナも元気そう、 また来たよう!!  次はアカヤシオの季節に再会か。(^o^) 

最後にお地蔵さんに挨拶、と思ったら強風のせいか横になっていらっしゃったので元に戻し

ておきました。 今年もよろしくお願いします。  
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                霞沢岳 西尾根 

L:長田 一樹 会員外 

 

1/12（日）朝雪、日中高曇り、夕方より風雪 

沢渡駐車場 6:45→6:55 坂巻温泉駐車場 7:05→7:25 釜トンネル 7:30→霞沢岳西尾根取付き

8:20→11:55 ビバーク地点 2050ｍ付近設営 12:45 

 

1/13（月）朝 10 時まで風雪、昼時々晴れ、午後 2 時より雪 

ビバーク地点 7:10→9:00 岩稜帯→10:10 頂上 10:13→10:40 岩稜帯懸垂下降 10:50→11:00 樹

林帯休憩 11:10→12:05 ビバーク地点 2050ｍ撤収及び休憩 13:10→14:45 西尾根取付き

14:50→15:15 釜トンネル出口 15:20→15:45 酒巻温泉駐車場 

 

 

新年早々敗退、更に楽しみにしていた北アルプスの穂高連峰や槍ヶ岳も見られなかったので、

北アルプスの山々が見られてアプローチも割と楽な（北アルプスの中では）霞沢岳を計画し

て行ってきました。 

 

日曜日は高曇りで思いの外天気が持つようで月曜日が出たとこ勝負のような感じでした

が｡｡｡ 

 

坂巻温泉の駐車場は予約受付無し、7:00 過ぎか

らの受付で料金前払いです。2 日分 1200 円の

支払をいし、準備してスタート、車道を歩いて

トンネル 3 個？抜けると釜トンネルのゲートで

す。既に 6人Pがゲート前に集合していました。

トイレ休憩してヘッデン用意してトンネル突

入！去年の夜叉神トンネルに続き釜トンネル

も制覇出来て幸せです。 

上高地トンネルも過ぎ、左手にカーブミラーの

有る所を右に入り、頭上に送電線が走っている

所が西尾根の取り付きです。早速取り付いてみ

ると氷化していて固くて思ったより悪い（汗）

アイゼン付けるべきだったかと後悔しました

が笹薮掴んで強引に上がる、途中で上から懸垂

下降で降りてくる二人Pがいましたが途中で待

ってもらい上に抜ける、抜けた所でアイゼン装

着して、笹薮と雪の急登を登り始める。序盤は

笹藪が煩く足元も見えないので北アルプス感は全く有りません（笑） 
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1750ｍ過ぎた辺りで 3 人 P

とすれ違う、少し話すと今

日から天気崩れるから土曜

日にピーク踏んで今日下山、

更に別パーティーが南尾根

登って西尾根で下山する予

定ですとの事でした。上に

進むとその南尾根登ってき

たパーティーとすれ違う、

確認すると他にはパーティ

ー入ってないとの事でした。

天気良くないから当然と言

えば当然かと苦笑い。 

此処まで来ると笹も無くな

り雪山の樹林帯になる、雪はサラッとしていて締まっていません。2000m ちょいくらいで整

地された分譲地を見つけたが、時間も有るしもう少し登って 2050m 付近のスペースを見つ

け、時間を掛けて藪を埋めて整地してテントを張る。13:00 くらいから水を作りつつ呑み出

す、16：00 くらいから雪が振り始める、17:00 前には夕食摂って 18:00 過ぎにはシュラフに

入り、19:00 前には就寝（笑）夜トイレに起きると、それなりに積もっている。振り続けな

ければ良いなと願い再びシュラフへ 

 

こんなに寝られるものかと思いましたが、アッと言う間に朝の 5 時で、雪は未だ降り続いて

いる、ヤマテンだと朝方には雪も上がって晴れ間も覗くかもとの事だったので、ゆっくり目

のスタートにしてみるが変わらず（汗）流石

に 7:00 回ったので覚悟決めて出発。 

樹林帯のトレースもほぼ埋まっていて場所に

よっては膝ラッセル、ほぼ向こう脛は埋まる

感じで急登だしスピードは上がらず。樹林帯

最後の部分で休憩してから岩稜帯へ取り付く。 

斜度は無いが氷化しているので慎重にアック

スとクランポンの前爪を決めて登る、登って

岩稜帯のリッジ抜けると森林限界なので、も

ろに風と雪を受ける事になる。大荒れ情報は

出ていませんでしたが、それなりの風雪で先

週の中崎尾根より辛い感じ．．．。 
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それでも頂上までは一時

間くらいだろうと思い直

して進んでいくが腿ラッ

セルが出て来たり、表面

だけが氷化して中スカス

カのモナカ状態の雪面に

苦戦し、更に視界不良で

難儀する。風雪で目が開

けているのが辛いのでサ

ングラスかゴーグルした

いのだが、ホワイトアウ

ト状態に近いので暗いし

余計に見辛くなりそうな

ので、そのまま進む。 

稜線を真っ直ぐかと思って歩き続けると、漸くハードパックされて沈まない快適な雪面が現

れる、暫くすると一本ポールが立っていたので、此処がピークかと思いましたが？どうも違

う GPS で確認すると更に奥のようです。更に少し進み若干左に折れて、今度は腰まで埋も

れてラッセルしながら少し進むと有りました！霞沢岳の導標が！！記念写真撮ったら速攻退

散です。帰りは西風まともに受けるので目が開けていられなくなり、サングラス着用するも

レンズが凍って前が見えなくなり転びそうになる、顔とサングラスの隙間から雪面と左手に

見える稜線というか雪面のリッジを確認しつつ進む、行きに付けた自分達のトレースは八割

方消滅しているので、探りながら戻る。漸く岩稜帯まで戻ってきて懸垂下降で降りて上を見

上げると？！あれ？なんか雪も風も弱まっている？相方が懸垂で降りてきたら青空が覗いて

きた（笑）「降りたら晴れる」登山あるあるかよと（笑） 

樹林帯に逃げ込んでから休憩していると時折陽も差し込んで来る、太陽の偉大さを肌身で感

じて食料と水分補給、ハードシェルからザックにアックス全て凍って真っ白でした。 

ビバーク地点に戻ってテント撤収する頃には更に陽が出てきたので撤収した跡地でお茶して

から下山しました。撤収

中にソロの方が上がっ

てくる。 

下山で安全の為、一度ロ

ープ出して懸垂下降す

る。1700ｍ以下はやは

り笹が煩い、取付きの急

登は雪が降ったおかげ

か？アイゼン付けてい

る安心感か？不安無く

下降できた。 

アイゼン外してトンネ

ル抜けてゲートでトイ
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レ休憩して坂巻温泉まで歩いて終了です。トンネル内の染み出しが酷く温泉成分で茶色くな

った泥が大量に靴やハードシェルに付きましたが、坂巻温泉さんの玄関先の湧き出している

温泉で綺麗にする事が出来ました！感謝です。 

 

最後に、残念ながら穂高に槍に表銀座等々は両日共に見る事は出来ませんでした。焼岳だけ

は見えました！！ 

 

備忘録 

①風が強い時は地形図広げられない為 GPS の方が便利だが、低温下で風雪があるとスマホ

GPS はタッチパネル対応手袋でも画面操作が出来ない。 

②視界不良の場合、戻る時の為に行きの状態を確実に覚えておく、どちら側のどの位の距離

にリッジ（雪縁）があったか？ポールなどの目印、氷化していた場所、曲がってからの歩数

等 

③ヤマテンでも厳冬期の北アの天気予報は完全には当たらない参考程度にする、ほぼ毎日雪

は降る、積雪量は場所で変わる 

④登りでも重荷ならハーネスは着けておく、ロープは出しやすい所に 

⑤ハードシェルの凍った箇所はなかなか取れない日帰り又は最終日なら良いが対策をどうす

るか？ 
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山中湖パノラマ台 

記：樋渡 義晴 

◆山行日：2020年 1月 13日（月） 

◆山行者：樋渡 義晴、山本  理郎、小野寺英子、山﨑 正夫 

◆コース：山中湖パノラマ台～パノラマ台～鉄砲木ﾉ頭～三国山～山中湖パノラマ台 

 

入会初めての山行。ちょっと緊張。 車の中のたわいない会話で和らぐ。 (*^_^*) 

逆さ富士で有名な長池親水公園に立ち寄ると既に駐車場はほぼいっぱい。澄み切った青空に

白雪を抱いた富士山が山中湖に映える･･でも今日はちょっと風があって揺らぐ (^^;) 

準備を整えて出発。迷うこと無く山中湖パノラマ台に到着。絶景かな ♪ 

さて、鉄砲木ノ頭に向かう。 あれっ！ 高～い、高～い枯れススキに小野寺さんが見えな

くなる。 どこ？  あっ、見えた。 “かくれんぼ”しているみたいで楽しい。 

（ご本人には言わなかったが (^^)/ 

鉄砲木の頭に到着。 絶景かな♪、 

絶景かな♪ 

しばらく眺めていると宝永山の方に

小さな雲が湧き左の方に流れてい

く・・ 金時山の方に向かうのだろ

うか。 

時間に余裕があったので三国山に向

かう。神奈川・山梨・静岡の県境、

山頂からは三国山ハイキングコース

が西に延びている、素敵な木立が広

がっていて感じ良さそう～  ・・・ 

次の機会かな～ 帰路、初めてという事なので新倉富士浅間神社にご案内した。 桜の季節

は三脚が所狭しと立つ場所だが、今日はそこまでは、と言いつつもそれなりに多くの、日本

そして海外からのお客さん、こんなに有名になってしまったんですね～  桜の季節が待ち

遠しい!! 

お三人の暖かいご配慮で無事初めての山行も終了、ありがとうございました。 (^^) 
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下町スイーツ江戸散歩       令和２年２月１０日 松浦 剛 

１、実施期日：令和２年１月１５日（水） 

２、参 加 者:L松浦、黒澤、杉山、井口、小野寺、渋谷、石井、畑野、兼堀、青木         

３、散歩ルート:日比谷線三ノ輪駅下車～樋口一葉記念館館見学～吉原神社～大鳥神社 

～浅草映画館通り～浅草寺～浅草神社～仲見世通り～梅園甘味店～河童橋

商店街～下谷神社～上野駅～不忍池～上野の山～鶯谷～子規庵～三平堂～羽

二重団子～日暮里駅～西日暮里駅～草加駅戻り 

１、樋口一葉記念館 

 

        一葉記念館                   樋口一葉 

１）、樋口一葉は日本初の女流文学者で、若くして世に認められてから亡くなった。 

２）、龍泉寺町は永く一葉が棲み作品「たけくらべ」などの舞台にもなった。 

３）、昭和３６年１９６１年開館（一葉は明治２９年、２４歳６ヶ月の若さでで亡くなる。） 

４）、一葉は若くして亡くなったが、その才能は既に開花し、和歌、小説と多くの作品を残し

た。森鴎外はその才能を賞賛した。一葉の家は文学サロン的に多くの若き文学青年が集い、

幸田露伴も中にいた。一葉の短歌は現代的で当時の因習を破っている。明治２９年頃はまだ

日本は富国強国を目指す貧しい国であり、女性が文学などで世に出る時代ではなく、後の与

謝野晶子や女性文学者に大きな勇気を与えた事は、文学史上に残る功績である。 

 

２、吉原神社：吉原は江戸初期には日本橋周辺に在ったが、明暦の江戸大火と風紀上良くな

いと云うので、浅草千束村の田んぼの中に新吉原が建設され、以後江戸を代表する遊郭とな

る。吉原には守り神として町の四方に神社が在ったが、今は吉原神社だけとなる。吉原には

京町、揚屋町，角町、江戸町の四町が在った。吉原大門から仲ノ町通りが、南北にこれを分

けていた。又吉原の周囲は女郎さんが逃げ出さないために「お歯黒どぶ」と呼ばれた掘割に

囲まれていた。この堀は吉原廃止と共に埋め立てられ、現在は道となっている。吉原廃止か

ら約６０年、日本もまだ貧しい国だった。驕ることなかれ日本。 

 

３、大鷲神社（お酉様）：大鷲神社の発祥地は足立区の花畑大鷲神社である。浅草の大鷲神

社は花畑の出先機関と考えても良い。大鷲神社は武運の神でもあるが、遊郭吉原の隣にあり

庶民には商売の神として人気が高く、１１月お酉様の日には富をかき集める熊手が売物で今
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日も売られている。これより千束通りを散歩して、花屋敷、浅草映画館通り散歩。 

 

４、浅草寺周辺の見学：浅草映画館通りを散歩して浅草寺裏に行き、団十郎の銅像を見る。

此れは江戸時代には浅草猿若帳に江戸三座（中村座、市村座、守田座）の歌舞伎小屋が在っ

た事による。江戸の戯曲作家、浮世絵師でもある山東京伝の石碑、新門達五郎の被官稲荷、

江戸の見世物小屋「奥山」跡も見学する。 

５、浅草神社（三社様）；古代に浅草寺を創設した檜前浜成、竹成と土師真中知の３人を神

として祀ってある。創建は奈良時代より前の推古天皇３６年、聖徳太子の時代である。 

 

６、梅園甘味店：江戸時代は浅草寺別院「梅園院」があった。江戸時代に梅園院の脇 

で茶店を開き今日に至ったのが梅園院甘味店本店であり、入店して甘いものを食べる。 

  

     浅草梅園本店前             河童橋料理道具商店街 

７、合羽橋商店街通り：大正時代より数件の古道具屋が店を出し始め、昭和２０年戦 

後以降発展し、現在の様な料理道具の店が立ち並ぶようになった。料理道具を見なが 

ら散歩し、仏壇通り交差点にでる。仏壇通りを上野に向かうと下谷神社に出る。 

 

８、下谷神社：天平２年（７３０年）奈良時代の創建と云われ、寺では浅草寺、神社 

ではこの下谷神社が東京で一番古い創建と云われている。東京の初夏を告げる三大祭 

りの一つでもある。神田明神、下谷神社、浅草三社の祭りが終われば東京も初夏を迎 

える。下谷神社見学後に、上野駅構内の「麻布茶房」にて昼食。甘味も洒落た中華料 

理もある。スイーツ散歩と云いながら、此処でクリームあんみつを食べたのは松浦だ 

けだった。昼食後は不忍池に出て、上野の山に入る。 

 

８、五条天神社：創建時代は不明だが歴史は古い。日本武尊が上野不忍の丘で、薬師 

神に助けられた古事に従い創建され、日本武尊を祀り、後に菅原道真を祀り祭神とし 

た。奥に花園稲荷神社が在る。中々こじんまりした良い神社である。神社の鳥居を潜 

りなお進む。 

 

９、上野の大仏：関東大震災で首が折れ、本体は戦時中に軍隊に出され兵器となってしまっ

た。現在はお顔のみ残っている。大仏が造られたのは寛永八年（１６３１年）と古い。 
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10、上野寛永寺の寒牡丹園見学：上野寛永寺は徳川家を後ろ盾に天海和尚が創建した。 

  

     寒牡丹園の寒牡丹             上野寛永寺前にて                

江戸城の鬼門に建てられた。元和八年（１６２２年）創建。天海上人は徳川家三代の 

将軍（家康～家光）に仕え、大変な権勢を振るったというお坊さんである。当時は科 

学的判断が出来なかったので、宗教的判断が重要視されたであろう。牡丹園は冬から 

春にかけて美しい牡丹の花を咲かせる。寛永寺は綺麗に改装され、豪華で美しい門と 

なっていた。 

上野の国立博物館前の大噴水周辺は、チューリップが咲き美しき噴水を飾っていた。 

鶯谷に出てから子規庵前を通り、林家三平さんの自宅だった三平堂を通り、羽二重団 

子店に立ち寄り団子と抹茶を頂き、日暮里駅に出て草加に戻る。草加で楽しく皆で打 

ち上げをする。 
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記：榊原奈歩 

蔵王連山 
山行日：2020/1/18 

 

メンバー：榊原（L） 1名 

 

コースタイム：4H 

 

1回戦：ロープウエイ駅 9:00-地蔵岳 9:30-熊野岳手前（敗退決定：熊野岳、刈田岳まで行か

ず）10:00-ロープウエイ駅 10:42 

 

2回戦：ロープウエイ駅 12:05-地蔵岳 12:25-ロープウエイ駅 12：45 

 

 

金曜の夜半、お酒臭い電車に揺られ一路東京駅へ向かう。 

サラリーマンの帰宅の流れに逆らうように、大きなザックに冬靴を履いた自分がいる。 

今回はお天気がはっきりせず直前まで悩み久々自力山行、バスで山にいくことにした。 

ビックモンスターが見たくて、晴れの蔵王を狙ったが予想より南岸低気圧の成力が強く、生

憎の天気になってしまった。 

早朝山形駅に降りたつと、雪が全くない。蔵王温泉に向かう道中も殆ど雪がない。暖冬、、、

嫌な予感がした。 

 

始発のロープウエイで某山岳インストラクターの皆さんとご一緒した。今年の樹氷は“無氷”

だの“樹氷の赤ちゃん”だの、皆さん言いたい放題！！それだけ雪がないのだ。 

勿論ビックモンスターもいない。 

山岳インストラクターさんは熊野岳を目指すと。大勢いる集団がくると思っていたが、結局

来なかった。視界があまり良くないので諦めたのだろう。 

まずは地蔵岳までは行くぞ！と準備していたら、同じロープウエイに乗り合わせた方が、戻

ってきてワカン履いた方が良いよと教えてくれた。あまりにも寒くて外で履く気がせず、ロ

ープウエイ駅で身支度をすると。確かにこれまでで一番寒い。外気温は-12℃、最厚手のグロ

ーブに変えることにした。 

前にスノーシューの方、ワカン情報をくれた方、私の三人が地蔵岳に向かった。 

爆風地域、前日のトレースなどない。サラサラの雪で歩きにくいものの、前に 2人歩いてく

れているので私は歩きやすいほう。地蔵岳まで急登をあがるが視界があまり良くない。この

先に進むべきか悩んだ。ワカンの方は熊野岳から御釜を目指すという事で、お願いをしてご

一緒させてもらうことにした。 

天候があまり良くない時は、よくあることなのでどうぞ！と快く返事をいただけた。 

熊野岳までは木の支柱が目印である。しかし全体に分厚く真っ白のエビの尻尾が付き、辺り

が白くなると同化してわからなくなる。ワカンの方が帰りを考え何箇所か雪を払う。 

道中色々な話をした。雪山での悪天候時のアクシデント体験や赤旗を立てて山行をすること

などなど、自身の今後に参考になる話であった。 

あと少しで熊野岳というところで、とうとう道標も見えないくらい視界が悪くなった。 

3人で地図、GPSを確認して方向は分かったが、帰りを考え敗退を決めた。 

そうして先頭の 1人はロープウエイで降りてしまった。 

 

写真撮りをしていたら、自分の体が樹氷化した上すっかり冷えてしまった。コーヒーでも飲

もうと山頂の店に入ったらワカンの方が別の方とラーメンを食べていた。別の方もロープウ

エイで乗り合わせた方で 5ヵ月の東北の単身赴任があと 2週間で終わってしまうと。家族に
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山に入る理解を得られていないが山が大好きで、単身赴任期間中、月 2 回本宅に帰る以外全

て東北の山巡りに精を出したという人間。今日は天気が悪くて地蔵岳しか行けなく、来週も

蔵王にリベンジすると。 

充実した単身赴任生活が終わってしまうことが、とても寂しそう。 

ワカンの方も相当たる大物だった。山岳マルチでワンダーフォーゲルは 30年程の経験者。昨

年は 168日山に入ったというが、何故か私と同業者。 

そんな話をしていたら太陽が少しだけ顔を出した。 

さてこれじゃ運動してないから、地蔵にリベンジするか？と 3 人で地蔵山頂を目指す。山頂

はやはり天気が芳しくない。その先は諦めて下山し樹氷見物をしておしまい。 

ワカンの方がビックモンスターをみたいなら蔵王を狙う時期等色々アドバイスをくれた。 

自分の行きたい場所に勇気を出して行く、その結果青空をみることや山頂を踏めなくても、

得たものは大きいと感じる山行だった。 
  

 

 
リアルなベイマックス！！              

癒してもらいました♪               モンスターになりきっていない樹氷 
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かぐらスキー場 ニセかぐら BC 

長田 一樹 会員外 

 

1/19（日）朝雪少、10:20 くらいから雲とガスが切れて展望が望めました。高曇りで時折晴

れ間が覗く 

 

みつまたステーション駐車場 8:35→かぐら第五ロマンスリフト 10:00→ゲートイン 10:05→

ハイクアップ 10:15→10：40 ニセ神楽 11:05 滑走開始→11:20 田代第八ロマンスリフト終点

→かぐら第四ロマンスリフト→かぐら第一高速リフト→12:30 かぐら第五ロマンスリフト終

了の為ゲレンデ滑走に切り替え→15:50 みつまたステーション駐車場 

 

約 10 年前に清水の舞台から飛び降りるつもりで購入し

た BC スキー道具は、ツアー（AT）ビンディングでブー

ツもそれ用の為、軽量なテックビンディングには対応し

ていない、4 年ほど前から代替えを考えて、安い時期に

コツコツと板やビンディングを個別に購入して、今シー

ズン前に全部揃い、板へのビンディング取り付けやイン

ナーブーツの熱成形にシールカットも全て自分で済ま

せる事が出来ました！！ 

準備万端になると何故かお誘いも来ないし雪も少なく

てスキー場は閑古鳥が泣いている状態(TдT) 機体をナ

デナデしながら今シーズンは出番無いかと思っている

と、かぐらのゲートが「ようやく開いたよ」と教えても

らい、最悪駄目ならゲレンデスキーでと誘

われたので喜んで行ってきました。 

 

関越道沼田 IC 付近は雪の欠片も無い（汗）

遠くの山には微かにあるが黒い部分が大半

で茶色い世界が広がっている、ゲレンデな

ら丸沼でも良いかと相談していたが沼田

IC での出路の渋滞を見て、かぐらに変更す

る。関越トンネルを抜けると白い世界が広

がり車内は安堵の雰囲気に包まれました。 
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みつまたステーション P に到着すると曇り

で雪がチラついている、こうなると反対に

晴れないかと考えてしうのが人間の性なの

か？用意してゴンドラ乗ってみつまたエリ

アへ、そのままリフト乗り継いで、かぐら

エリアへと入り第五ロマンスリフトに乗っ

てゲートへと思っていたらリフトに同乗し

たメンバーの板が外れてしまい、そのまま

上に連れていかれてしまう、降りた所で下

で預かっていると係員に伝えられたので、

回収しに自分が向い、下で回収して本日 2

本目の五ロマに乗る。 

回収した板を渡し、他に残っ

ていたメンバーが計画書を係

員に渡していてくれたので、

ビーコンチェックしてゲート

イン！ガスっていて展望も無

いし今季初ハイクアップが自

分を含め二人なので近めのニ

セかぐらからのドロップイン

にしてもらい、シール張った

らハイクアップ開始！ 

ガスガスの中のハイクアップ

だったのですが、雪は 10cm

程積もったようでサラサラと

していてシール登高だけでも楽しい（笑）新しいブーツとビンディングに板とシールの感触

を味わっていると、ガスの中に人々が集まっている所が浮かび上がってきた、アッと言う間

にニセ神楽へ！ 

此処でシール外して休憩してガスガスの中、写真を撮っていると何だか？ガスが切れ始め

る？！もしかしてと、もう少し待っていたらガスも雲も切れ始めてアッと言う間に、絶景が

広がる！目の前の苗場山、谷川連峰、遠くに日光白

根や妙高等、「来て良かった～」、「ガスの中でも登

って良かった（笑）」などあちこちから聞こえる！！ 

 

ゆっくり、十分堪能したら滑走開始！ 

 

左手方向のオープンバーンを滑って右手方向に降

り、ある程度下がった所から左手方向にトラバース

気味に進んで、たしろ第八ロマンスリフト終点付近

に辿り着くルートです。 
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上部は文句無しの状態、パウダーまでは行かなくてもクリーミーで乾いた感じも残っている

雪で大満足の一本でした樹林帯抜けて下部に来ると雪も重くなり硬い箇所もあって不慣れな

板とブーツと腕前のせいで 2 度ほど転倒する（汗） 

あまりにも楽しいので、もう一本追加したいと全員一致だったので昼食抜きで慌てて降りて

もう一度、第五ロマンスリフトを目指す！ 

 

が、しかし第一高速リフト終点に到着した時

には、CLOSED の看板が。。。完全に下調べ

不足でしたが今季は今の所 10:00～12:00 ま

でしかゲートが開いていないようです（汗） 

先週も遭難騒ぎがあったようだし無理して突

っ込んでも仕方ないので、下山連絡をかぐら

スキー場に入れてから、和田小屋でのんびり

ランチしてゲレンデ滑走して帰宅しました。 

 

リフト券買って滑るゲレンデスキーの付属の

ような BC スキーですが、やはり人工物が何

も無い斜面を登って滑るのはゲレンデと違い、

一本だけでも満足度が違うなと再認識した。

今回のスキーでした！ 
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葉原峠・宝登山（４９７ｍ） 

記：兼堀 善和 

 

日  程 ２０２０年１月２５日（土） 

メンバー Ｌ兼堀（善）、染谷、小林（い）、森（律）、宮澤、殿塚 

コース  新越谷駅５：５１～羽生駅７：０６～８：１５波久礼駅 

     ８：３０出発～８：４５分岐～９：２０葉原峠～１０：３５春日神社～ 

     ～１１：２５野上駅～１１：４２長瀞アルプス登山口～１２：４０小鳥峠～１３：

１５宝登山～１４：２０長瀞駅 

 

駅から国号１４０号線南にすぐに信号右折寄居橋渡りＴ字路左に、二条に落ちる夫婦滝 

を見て遊歩道入る予定が台風の余波で通行止め車道に、ミカン園が広がる風布みかん山 

をジグザグに登り（美味しそうなみかんがいっぱいなっていた）最上部のカーブから 

山道に入り、雑木林の山腹をゆるやかに登ってふたたび車道出た先が葉原峠、ここから 

コースが複数ありＧＰＳ携帯でやっとコース確認春日神社に、昼食を取り下山開始約 

一時間で野上駅に着いた。 

次に宝登山今日から梅まつり蝋梅が楽しみだ。 

長瀞アルプス登山口から入っていったが、沢の横道が台風の余波で陥没していて歩くの 

に注意が必要な道が続く、天狗山分岐を過ぎ雨の間の今日晴天を楽しんで尾根を気持ち 

良く進んでいった、野上峠・小鳥峠を過ぎていよいよ長い階段にとりつき、ふうふう 

言いながら宝登山山頂に到着、満開の蝋梅・ロウバイほんと綺麗で、いい香りが漂って 

いて気持ちいい、大勢の人がいてなかにわ花見酒客もさすが宝登山だ、しばし休憩して 

下山長瀞駅近くのうどん屋で、おっ切り込みうどんと蕎麦を食べて電車で帰ってきた。 

６時間程度の低山縦走もいいものだ、又企画しよう。 
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宝篋山（小田山）                    記 遠藤 みゆき 

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

日 時：令和 2年 1月 25日                            メ

ンバー：L.小野寺 英子・山本・和田・浅井（祐）・石井・新庄・黒澤・兼堀・遠藤 

コース：登山口 7：40→新寺コース分岐 7：50→山口（2）コース分岐 9：00→小田城コース

分岐→宝篋山山頂 9：26昼食 11：10→山口（2）コース分岐 12：00分岐→新寺コース分岐 12：

27→登山口→国土地理院（車で移動 30分くらい）                今回は

筑波山の隣の山、宝篋山に行きました。                                  

お天気にも何とか恵まれ 

緩やかな山道を登って行くとあちこちに                      猪

の掘った後があった。途中登ってきた人達が                   「さ

っき猪が通ったから気をつけて」と教えて                     く

れた。ちょっとドキドキしながら登った。                         

ここの山は景色もいい。筑波山を望めるし、 

晴れていれば富士山も見える。 

谷川岳・榛名山・八ヶ岳・霞ヶ浦も見える。         

山口コースでは朝早かったせいかあまり人に会わなかったが、山頂には続々人が集まってき

た。程よいペースで山頂に着いたので食事となりました。小野寺さんの作ってくれた 「だ

まこ汁」（鶏ガラベースの醤油味でごぼうやしめじ、せり、きりたんぽのようなものが入った

汁。秋田ならではの美味しいお汁でした。寒い冬には温かいだまこ汁が心と体にしみる。沢

庵や漬物、フルーツまであった。贅沢なお昼ご飯だった。また、浅井さんが持ってきてくれ

た「お汁粉」は前日にお餅をついてもらったということで柔らかくて美味しかった。私は山

に登りに行っているのか食べに行っているのか分からないくらい山の会の人はお料理が上手

だ。温かい食事に温かい人達。山を通して沢山の人と接する。そう言う人との関わりが有り

難い。 

家でも翌日「だまこ汁」を作ってみた。大好評でした。山の会に入って 1年、色々な事があ

ったけど、また頑張ろうと思った。そして先輩から教えてもらった事を受け継げるように山

の会で学ぼう。（今の所はそんな気持ち）そしてこれからは計画をしてみんなに参加してもら

おう。まだまだわからないことは沢山あるけれど経験を重ねれば 

なんとかなるだろう。先輩の後ろ姿を 

見ながらそう感じた。 
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記：榊原奈歩 

天狗岳（北八ヶ岳） 
 

山行日：2020/1/25 

 

メンバー：松田弘（L）、鈴木勝、榊原 3名 

 

コースタイム：6.5H 

 

9：00 唐沢鉱泉登山口-10：52 第一展望台-11：25 第二展望台-12：12 西天狗岳-12：45 東天

狗岳-13：32中山峠-13：38黒百合ヒュッテ-14：25唐沢鉱泉分岐-15：25唐沢鉱泉登山口 

 

 

 

まさか？！の 3週連続テントサイトを書くことになってしまった。 

松田さんが会の人を連れた初リーダー山行 (/・ω・)/ということで、喜んで書かせていただ

きます！！ 

例会後に、土曜日天気がよさそうと急遽天狗岳に行くことになり、ドタバタで荷詰めをして

出発。渋滞にも巻き込まれず、順調に到着してしまった。 

前日あまり睡眠がとれていないところ、序盤から夏道のコースタイム以上で歩いてしまい飛

ばし気味。登り出し 1 時間半程度でシャリバテになりかける。珍しく生クリームたっぷりの

ワッフルを持参していて本当に良かったと思った。 

直近の降雪は無く、コリコリに固まった雪、氷のついた岩場をツボ足で歩くことは本当に気

を遣う。今日はチェーンスパイクを持ってくるべきであったと自ら反省です。（八ヶ岳のエン

トリーではチェーンスパイクが活躍することをすっかり忘れていた。） 

松田さんは快調な足取りで、ひと安心。体調が戻っていることがわかる。 

「先頭はどうしてもさっさと歩けちゃうから、少しだけペースを落として歩いて！」と勝さ

んがアドバイスを送る。確かに視界が良い分、歩けてしまうのは納得だ。 

 

第一展望につくと、視界が開け目の前の八ヶ岳、北アルプス、浅間山が望める。今日はお天

気もリーダーを応援してくれている！！ 

第二展望を過ぎてルートを 1 回外れ戻るため勝さんが少々先頭になった。この時、んん？歩

きやすさの違いを感じてしまった。これが経験の違いなのであろう。頑張ろう、松！ 

稜線に出ると風が出てきた。西天狗の急登の登りで彼は私を気遣ってくれる。ちょっとリー

ダーになってきた(^^♪ 

山頂では快晴で風もあまりなく、気持ち良い景色をみせてくれた。なかなかのペースで行け

てしまったので、ピストンをやめ東天狗から黒百合ヒュッテをまわり周回で下山することに

した。ザクザク下山中、私が木の根にアイゼンをひっかけてコケる。大概、最後に一回やら

かすのだ・・。 

松田さん初リーダーお疲れさまでした。去年、山に入れなかった時期もありましたが精神的

に乗り越えたものがあるように感じ、一回り大きくなったような印象を受けました。これか

らも更なる活躍を期待しています。 

皆様、ご一緒させていただき心から感謝します。これからも宜しくお願いします。 
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西天狗岳山頂：自称モデル料金高額？のリーダー、キメテます♪ 

  
 

 

西天狗岳前の岩陵帯 
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谷倉山 

記：樋渡 義晴 

◆山行日：2020年 1月 26日（日） 

◆山行者：単独 

◆コース：星野遺跡駐車場～谷倉山 

 

鍋焼きうどんが食べたくなりスーパーに立ち寄る。 さてどこで食べようかと悩む。 

土曜日、夜予定があるからお昼過ぎには帰宅できるところ ・・・ 谷倉山に行こう！ 

 

公園の駐車場には車 1台が止まっている。 取り敢えず出発。 

 

気持ち良い里山歩き。 まあ、一人だし、どこ歩いても構わないので適当に歩く。 

   

 

さて、いよいよ鍋焼きうどんの出番。持参のなま卵を取り出して、しまった！！ 

ネギを忘れた (>_<)           里の近くでは紅梅が咲いていました。  
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谷 川 岳 天神尾根 １９７７M 

記：山田 朗子 

日時：1月２６日（日） 晴れ 

メンバー：山田、会員外１名 

 

天神平 9：00・・避難小屋 9：45（休憩５

分）・・肩ノ小屋 11：00・・トマノ耳 11：

10・・オキノ耳 11：25（休憩 10分）・・

肩ノ小屋 12：00（休憩 10分）・・天神平

13：00 

 

家人と休みが合い、お天気よさそうな

谷川岳へ。 5:30に自宅出るとき埼玉は

雨。 

  

今日の谷川岳はお昼頃から晴れ予想、

のはずが、歩き始めから青空見えてきて

嬉しい嬉しい。 登りでは風もほとんどな

く、穏やか～～な稜線散歩。 雪はありましたが、やはり少な目。でも大好きな稜線の雪景色

を見れて満足、満足です。さすがに肩の小屋から先は風も出てきてアウターのフードも被る。

さらさらのパウダーが強風でトレースを消していくのを見るのも楽しい。アイゼンで登る感

覚も、降りる感覚も楽しみました♡  

 

登っている皆さん、今日はここにきてよかったよかったと言っていました(*^-^*)  

 

 

 

 

 

 

 

トマノ耳から見るオキノ耳 

美しい谷川主稜線 
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奥日光スノーシューハイク 

実施日：2020年 2月 1日 

                                                             記：森 律子 

メンバー：浅井て、浅井ゆ、山崎ま、森り 

コースタイム：9：47日光湯本ビジター→11：：20番標識→12：00バス停 

 

 私は、東武電鉄のインスタがとても

素敵なのでフォローしています。 

インスタの情報で 2月 1日限定で 90周

年記念の奥日光エリアフリーデーが開

催されることを知ってこの日は奥日光

でお得に遊ぶぞ！と決めていましたが、

今年は雪不足で冬限定のスノーシュー

のコースがなかなか OPENしない・・・・ 

1 月の 2 回目の例会に念のため確認す

ると日光湯本ビジターセンターの情報

でやっと OPENしたとのこと。 

 中禅寺湖あたりは全く雪が積もって

おらず内心「大丈夫か・・・」ととて

も心配しましたが、湯元温泉についたらしっかり雪もあり人安心。 

しかも、コースごとに色分けした布がいたるところについていて、迷う心配全くなしの、と

っても安全なコースです。 

また今回選んだコースは起伏がありなかなか面白いコースでした。 

モフモフの雪の中 3時間ぐらいの歩程をペース良く歩き 2時間ほどでハイキングしました。 

 今回のもう一つのお楽しみ金谷ホテルの天空の露天風呂に入るため、すぐにバス移動しま

した。 

 中禅寺湖金谷ホテルは同じ目的

のお客さんで大賑わいで、30 分ぐ

らい待って入浴することができま

した。 

白濁の硫黄の匂いのするいいお風

呂でした。バスの待ち時間や電車

の待ち時間の間には、お酒を飲み

ながらのんびり待って、とてもゆ

ったりいいいしました。 

こちらのコース全コース歩いてみ

たいと思いました。 
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夏沢鉱泉アイスギャラリー・アイスクライミング 

L:長田 一樹 会員外 

 

2/2 桜平上駐車場 7:30→8:05 夏沢鉱泉 8:25→8:50 アイスギャラリーG3F1 取付

9:05→9:40F2→10:10F3 ミニ氷柱取付→10:30F3 登攀開始 11:05→11:15F3 取付 11:20 懸垂

下降→11:45G3G4 分岐→11:50 休憩 12：15→12:30G4F1 取付き 13:30→撤収 14:10 駐車場 

 

去年訪れてみたは良いものの、チェーンを携行し忘れていたので辿り着けなかった。夏沢鉱

泉に行ってきました。 

唐沢鉱泉分岐付近 P と桜平下 P には数台ずつ車両が停車している、HP で状況確認した所、

積雪はそれ程では無いようだが、チェーン無しではアイスバーンで登れないようです。取り

敢えず桜平下 P にてチェーン装着して桜平上 P を目指す。夏場は 60 台停められるようです

が冬場は駐車場自体が閉鎖で道路脇と駐車場入口付近スペースに詰めて駐車して 6,7 台程度

しか停められません。今回はその空いたスペースに駐車する。イッパイの場合は少し戻った

所に除雪された桜平中駐車場があるので、そち

らへ駐車して下さい。 

夏沢鉱泉のアイスギャラリーは鉱泉をベース

にガイドさんや小屋関係者がアイスクライミ

ングの場所を開拓したようで、入るパーティー

の数や人数、山岳会の所属等色々と把握したい

感じがありました。小屋からの登山道を進んで

行くと右手側にピンクテープが現れるので踏

み跡を降りると G3 の入り口です。G1､G2 に行

くには渡渉してから鉱泉方向に戻ると G2、G1

と順番に出てきます。*G はギャラリーの略だそ

うです。 

G4 の F1 が一番人気との事ですし、小屋には既に

お客さんが居なかったので、混雑しているだろう

と考えて、G3 から登ることにして F1 の取付きへ

向かう、取付きには誰も居らず一番乗りのようで

嬉しい（笑）*F はフォール（滝）の略です。正確

にはウォーターフォール？ 

 

準備して登攀開始、所謂ゲレンデっぽい場所です

が F1、F2、F3 とあるし F3 が美味しそうなのと

後続くると先に行かれるので、シングルロープで

すがリード＆フォローのマルチのスタイルで登

ります。 

F1 自分リード：ナメてはいるけどそれなり、朝
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の気温はかなり冷え込んだので、氷は硬

いかと思ったが、連日の寒さではないの

で結構脆くて嫌な感じ 

F2 相方リード：F1 より寝ているので楽

かと思うが何だか？アックスの位置と足

の位置のバランスが上手く取れない滝で

F1 より嫌な感じがした？凍りかたによ

って変わるのだろうか？ 

F3 自分リード：普段なかなか繋がらない

ようですが、今日は繋がっています！小

さいですが氷注です。下部が直径 10cm

程度で辛うじて下に繋がっている感じ、

試しに下部を蹴ってみるが、揺れる様な

嫌な感じの音（汗）出だしは足がかり無

いので、足ブラに近いパワームーブにな

りそう。後続は未だ来ないし、手袋等の

準備をし直して荷物置いて、少し休憩し

てから登りだす。3 手程パワー使って登

ると足がかりが出てくるのでそこでスクリュー入れるが一

本落とす（汗）気を取り直して入れ直して、登って 2 本目撃

つが中が空洞だったようでスカスカの感触（汗）反対側の左

手でスクリュー打ち直してレストしてパンプ回復（笑）思っ

たより高さあるなと思いつつパンプしないようにレスト入

れつつ登りきって、上で終了点作成してトップロープ張ろう

としたが、後続が来てリードで登りたいとの事なので普通に

フォローを引き上げ、ロープまとめて左岸側から下降、途中

懸垂下降で F3 の取付に戻る。 

 

あとから来た後続 P の人たちと話していると「あれ～？おさ

ださん？何しているの？」懐かしい Y さんに遭遇（笑）「見

れば解るでしょ w アイスをしている」と答えて（笑）懸垂

で下降する。F1 取り付きには G4 がいっぱいで転戦してきた P も加わり 10 人ちょい居る。

Y さん P が 5 人だったから、20 人近い人が此処に集まって来た感じです。此れからコッチも

混むなぁと、代わりに G4 がそろそろ空くんじゃないかと思い直して、G4 入り口付近で昼を

食べて休憩していると降りてくる人達がたくさん！ 

小屋泊の人たちが多かったようで午後には切り上げたようです。「誰も居ないよー。もう貸切

だよ！」と言われて F1 に向かうと、確かに誰も居ません。取付きまで思ったより急登で、

上がった息を整えてから準備をします。此処は空いているし F1 だけでお腹いっぱいだし、

相方はトップロープで良いとの事なので空身でリード。高さはそれなりにあるのでスクリュ

ーはちと多目に携行、支点は見える限り右にも左にもあるので、どちらからも取れそうだが

取り敢えず右手側を目指す。ラインは好きに引けそうなので右側登って疲れたら左に少し逃
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げる感じで、レスト入れつつゆっくり目で登る、スクリューは計 5 本使用、トップロープの

支点作成しようとしたが他にパーティー居ないし、右手の残置環付きビナにロープかける事

にする、環付きが凍って回らないので、ロープ結び変えてロアダウンしてもらい、今度は相

方がトップロープで登る。一箇所グリベルのスクリューがバチ効きで回収に手間取るがテン

ション無しで無事終了。 

二人共パンパンになった前腕と寒

さで痺れた小指が、もうお腹イッ

パイと言っているので、少し早め

に切り上げました。 

 

赤岳鉱泉でアイスフェスティバル

やっているから夏沢鉱泉は空いて

いるかと思っていたのですが、凄

い混雑ぶりでした（汗） 

他の P の方も言っていましたが、

暖冬のせいで湯川や上州など標高

が低い所は、尽く凍らずアイスが

出来ない為、標高の高い八ヶ岳近

辺が凄く混んでしまっているよう

です。 

冬は冬らしく寒くなってくれない

と色々と困ります。。。 
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雪洞／谷川岳西黒尾根 

記：矢野 智司 

日時：2020年 2月 8日～9日 

メンバー：Ｌ浅井昭、ＳＬ鈴木か、森（律）、松浦、榊原、松田、浅倉、矢野 

コース：8日 獨協大学前 5：30出発～谷川ベースプラザ 8：30着 

       西黒尾根取り付き 9：30～雪洞場所 12：30 

    9日 雪洞場所 9：30～谷川ベースプラザ 11：30～温泉～獨協大学前 17：00 

       温泉：湯メルテ谷川 

 

 暖冬で雪が少なく計画倒れかと心配しましたが、雪洞泊を主目的に谷川岳へ行ってきまし

た。獨協大学前を出発し大きな渋滞に巻き込まれることも無く谷川岳ベースプラザに到着、

天候不良が予想されていたせいか駐車場はガラガラでした。 

二度目？のワカン、いや前回はスノーシューだったか？！というレベルの雪山初心者ですが、

準備を終え曇り空の下歩き始めました。 

 コース上も例年に比べるとやはり雪は少ないとの事でした。おかげで？深いラッセルは無

く、先頭を順番に代わりながらほぼ予定通りの時間で目的地まで歩けました。 
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 そしていよいよ雪洞掘りです。以前に掘った事

がある場所とのこと。二組に分かれて 8人が寝れ

るスペース＋αとそれなりの広さを掘ります。 

スノーソーで切って掘ってと、大変ではありまし

たが童心に帰りとても楽しく掘り進めることが

出来ました。真ん中で貫通した瞬間は思わずニヤ

り。 

 雪洞が出来た後は森（律）さんの味付けで関西

風すき焼き！まさか雪洞の中で生卵付きのすき

焼きが食べられるとは、、、疲れが吹き飛ぶ美味し

さでした、ごちそうさまでした。 

そして飲んで寝るのですが、実は天井が崩落する

のではないかとドキドキしていました（笑） 

 翌朝起きると外は吹雪、天候次第で少し登る計

画もありましたが、ゆっくり片付けて下山しまし

た。一晩で３０～５０ｃｍは降ったようで時折腰

まで埋もれながらガツガツ下山し、湯メルテ谷川

で疲れを癒し帰路につきました。皆さんありがと

うございました！ 



52 

 

【 谷川岳 雪洞未満テント泊 】 

石 川 浩 道 

 

山 行 日： ２０２０年２月８日～９日 

メ ン バ ー： 沼田真澄（Ｌ）、石川浩道、会員外２名 

コースタイム： 徒歩１５分 ／ テント設営 と 雪洞トイレ作成（１２０分） 

 

２月８日 

集合場所（石川宅）を５時に出発 ～ １０時５０分 谷川岳ロープウェイ駐車場 

１１時３０分 指導センター上の広場に到着 ～ テント設営の準備と雪洞トイレの設営

と雪遊び ～ １５時３０分 テント内に入り昼食兼夜食 いつの間にか就寝 

２月９日 

 ６時００分 各々起床 ～ ９時００分 テント片付け ～ １０時３０分  

 谷川岳ロープウェイ駐車場 

 

昨年から、リーダーにリクエストしていた「山中泊」。出来れば「雪洞体験」と考えていた

のですが、暖冬の影響で雪が少ないため、テント泊となりました。 

同日、浅井さん組８名は、同じ谷川岳で雪洞泊を実行していましたが、雪遊びと飲み会 

を主に計画を立てているため、雪洞可能な場所は探すことはしないブレないリーダー。 

私自身、テント設営のために使ったゾンデも雪山用のスコップや雪洞の疑似体験として 

作ったトイレ造り、山中（？）泊も初めてのことが多く、貴重な体験でした。 

 他にも、マイナス１０度までは、日本酒が凍らないことや積雪量が多ければ、夜中に起き

てテントに積もった雪を払いに出なければならないこと。更に、寝袋の寒さ対策が重要なこ

と、テントシューズはすごく便利なこと。などなど初めて知ることばかりでした。 

                   

雪山泊を経験して思ったのですが、「もういいや。

寒い。」というのが正直な感想です。 

 でも、テント内はむちゃくちゃ楽しかったので

誘われたら、また行こうと思います。 
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広河原沢～阿弥陀岳 アイスクライミング 

記：山田 朗子 

日 時：2020年 2月 9日 

メンバー：L長田、山田 

行 程：舟山十字路駐車場 6：35・・・二俣 7：40・・・8：10取り付き 8：45 一つ目滝・・・

9：30二つ目の滝・・・9：40三つ目の滝・・・10：30下部大滝 10：55・・・11：40上部大

滝・・・13：05中央稜・・13：50阿弥陀岳 13：55・・・御小屋尾根・・・16：30駐車場 

 

広河原沢左俣をアイスクライミングで詰めて、阿弥陀岳山頂をめざす、という夢のような

話をいただいて、果たして私に行けるのか？？？謎でしたが、ネットで調べると、ものすご

く面白そう！！ 

 

両壁が狭まった取り付きでハーネス等準備、もうここか

らワクワクする。最初の滝から、初めてだからロープ出そ

う、と長田さんがロープで確保してくれる。岩や岩がすけ

て見える氷をアックスでたたかないことやアイゼンでの

蹴り込み方、歯の効かせ方、アックスの角度等教えてもら

う。 

 

二つ目の滝はなだらかだが、スクリューとヌンチャクを

回収する練習をする。クルクルと回す感覚が面白い！！ 

 

三つ目は８ｍ、長田さんはフリーで登り、上からロープ

を垂らしてくれる。 
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ＣＳ滝を右から越えて、１５M 下部大滝につ

く。長田さんがリードで登り、私は落氷を避け

て左側でビレイ。セルフビレイもスクリューで

滝にする。さあ、私の登る番、長田さんが打ち

込んだスクリューを回収しながら登る。ところ

が、ああ、落氷を避けるためのバラクラバ＋サ

ングラス→曇る(￣▽￣;)サングラスを外した

りしていたら、二つ目のスクリューとヌンチャ

ク回収するはずが、登りすぎ(￣▽￣;；；；)

ロープゆるめてもらったりして何とか回収するが、左腕と左足がきつい！！それでも何とか

上がると、上りきった時がまた気持ちいい。 

 

小さい滝を越えると見晴らしがきくようになり、日も当たり、青い空と雪と霧氷が美しい。

最後の１０ｍ上部大滝手

前で先行パーティーが終

了するのを待つ。 

上部大滝も長田さんリ

ード、次は私。しかし、

またもや登るのに夢中で

２つ目のスクリュー回収

するのに登りすぎ (・

∀・;;)手間取る。その間、

さっきも頑張っていた左

腕と左足がまたもや限界

直前？？？それでも何と

か上がってああ、面白

い！！！ 

 

そこからは沢をもうすこし詰め

て、御小屋尾根か中央稜へ出るが、

今回は中央稜へ。膝ラッセルに近

い（長田さん先を歩いてくださり

スミマセン）稜線に上がると、さ

っき酷使した左足の踏ん張りが弱

くなっている。注意深く足を運ぶ。

さすがに顔が冷たく、バラクラバ

を鼻まで覆うとサングラスが曇る。

サングラスの曇りが取れるまでち

ょっと待つ。長田さんとの距離が

ちょっと開く(￣▽￣;) 
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それでも摩利支天を越え、阿弥陀岳山頂を踏むことができました((T_T))こんなルートか

ら本当に山頂に来れた！！空は青空、風も強くなく、それほど寒くもなく、最高でした！！ 

 

帰りはどうする？と聞かれ、アイスクライミングで左足が疲れているので「厳しくない方」

とお願いし、御小屋尾根で下山。急斜面を降りた後はなかなか高度を下げない樹林帯、最後

に近いとき、転んでしまった。見ると、スノープレートが外れている(×▽×) 

 

そこからはチェーンスパイクに履き替え、駐車場には予定よりかなり早く着くことができ

ました。今回、課題もたくさん見え、何よりも今まで見たことのなかった世界を見ることが

できて本当に得るものの多い山行でした。リーダー長田さん、本当にありがとうございまし

たｍ(_ _)ｍ 
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本仁田山（ほにたやま） 
                                 記  井居奈美 

 

2020 年 2 月 10 日（月） 

メンバー：殿塚（L）、土屋、井居 

コース ： 奥多摩駅９：30→登山口 10：10→本仁田山 11：40〜12：40→下山→ 

鳩ノ巣駅 15：00 

 

 

奥多摩３大急登と言われている本仁田山。 

この冬は低山の陽だまりハイクを楽しんでいる私にとっては久しぶりのきつい山登りとなり

ました。 

一番足の遅い私が先頭を歩くことに…。先頭に慣れていない私はペースがつかめず、気がつ

くとリーダーから「ハイペースだよ」と言われ案の定、後半はゼーゼーハーハーと息が上が

りっぱなし。ずっと続く急登。それでもなんとか頂上へ。 

気温は低いものの風は無く穏やかです。展望は富士山側だけですがベンチもあり気持ちの良

い空間です。何よりも写真を撮るのにこんなに笑ったことはないくらいに大笑いしました。

山に登るって山そのものの魅力はもちろんですが、誰とどんなふうに過ごしたかという要素

が大きいんだな…と改めて思った山旅でした。 
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日光 半月山 

記：樋渡 義晴 

◆山行日：2020年 2月 11日（火） 

◆山行者：樋渡 義晴、山本  理郎、小野寺英子、山﨑正夫、畑野順二 

◆コース：立木観音駐車場～半月山（途中まで）～立木観音駐車場 

 

半月峠で休憩していると山慣れした男性が降りてくる、片足がズボッと膝まで雪に埋もれる、

持ち上げた足下を見ると 12本のアイゼン、計画変更・下山に傾いた。 

 

駐車場に到着、心地よい青空、白根山に雪煙が見えるあれっ、思ったより雪あるな～。 

見通しが甘かったかな～、それでも行けるところまで行ってみよう♪ だった。 

 

気持ちを切り替えて景色を見ながら楽しく下山。 中禅寺湖は 1周 20kmほど。 いつ来ても

楽しい。 中禅寺湖の氷の芸術、毎年の楽しみ。  

    

 

Che Bella!! (^^)/ お気に入りのイタリア大使館の雪化粧、こんな別荘が欲しいなあ～ 
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冬の釧路湿原と阿寒湖 雪上ハイク                  

記：浅井祐子 

 

2020.2.13(木)～14(金)  L. 浅井ゆ、小林い、兼堀善、兼堀恵、 

2/13(木) 羽田 7:45++釧路 9:20(レンタカ-)=丹頂の里=阿寒湖畔スノ-シュ-ハイク=釧路泊 

2/14(金) 釧路湿原展望台=温根内ビジタ-センタ-より雪上散策=釧路 13:35++羽田 15:35 

 

 飛行機に乗るのと海の幸に惹かれ、どうしても北海道に足が向く。特に冬は安価なので、

ついつい誘われてしまうのよ。(1泊 2日、往復飛行機と宿で 3万弱) 

最近、下川さんの指導をいただきバ-ドウオッチングデビュ-もしたので、見応えのある 

丹頂鶴にも会いたくて極寒地行きを計画。当初１人旅を目論んでいたが付き合ってくれると

いうもの好き(?)な仲間を得て、いざ釧路へ。 

 出発前にチェックしたら例年より雪は

少ないが気温は－20°とか。万全な防寒

具で臨んだものの、それらの出番がない

くらい暖かく、ちょっと拍子抜けだった。

(＋５°はあった) 

 車窓からは林の中の雪上に無数の獣の

足跡が望める。期待に胸を膨らませてい

るとエゾシカの群れやキタキツネにも会

えた。阿寒湖までは 1 時間強で足を延ば

せるので、丹頂鶴を観たりアイヌ村を楽

しみ、美しい雄阿寒岳を望みながらの 

雪上ハイクを満喫。夜は釧路「港の屋台」の海鮮で乾杯～!! 

 2 日目も好天で、雪原と釧路湿原を楽しむ。どこまでも続く真っ直ぐな道が北海道の大き

さを実感させてくれる。折角なのでネイチャ-センタ-で釧路湿原のお勉強も。湿原の歴史や

成り立ちを知り植物の豊富さを知ると、やっぱり夏に来なければ…の思いが募る。 

市内に戻り、市場で「勝手丼」(ご飯の上に好みのネタを乗せて頂く海鮮丼)の昼食を最後に

楽しみ、冬の弾丸ツア-の締めくくりとした。 

 今年はちょこちょこ北海道へ出かける予定。ご興味のある方はお付き合い下さいませ～。 
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 宝 篋 山 (ほうきょうさん) 461m (つくば市小田)  

                              記：山口 敏雄  

 

＊ メンバー L 山﨑正夫、渋谷久美子、下川賀也、山口敏雄 

＊ 2020 年 2 月 14 日（車）草加 6:30→三郷ＩＣ→常磐高速道→矢田部ＩＣ→つくば市

→北条大池→平沢官衙 9:25～山口コース１・２分岐～霊園～新寺コース分岐～小田城コ

ース分岐～山頂コース分岐～11:30 宝篋山山頂（昼食休憩）12:20 山口１コース～宝篋

水～13:40 山口集落～平沢官衙駐車場(往復 4:20)→14:30 小田城址見学→15:09 国

土地理院「地図と測量の科学館」見学→常磐高速道路→三郷ＩＣ→草加 

＊ 経 費  高速道路代、ガソリン代、車代＝@2,500 円 

 

宝篋山は、2019 年 11 月 6 日に兼堀さん、11 月 20 日に小野寺さんがリーダーとして

常願寺コースから登頂している人気のエリアです。今回は初めての山﨑さんが計画し、３回

目の渋谷・下川さんとともに、初めての山口が同行しました。 

 常願寺コースとは反対の筑波山側の北条大池公園方面からの山口１・２コースを辿る 

山行です。 

 草加を出発したときは晴れていたが、三郷ＩＣから常磐高速道に入るとすぐの江戸川では

前方が朝霧で霞んでおり、利根川・

小貝川を過ぎても霧は晴れずに矢田

部ＩＣで常磐高速道を下りて「つく

ば市」に入ると、通勤ラッシュの信

号待ちの連続で目的地の北条大池近

くに着いても霧は晴れない。駐車場

を探しているうちに「平沢官衙遺跡」

に着いたので見学することにした。

「平沢官衙遺跡」は今から千年以上

前の奈良・平安時代の正倉で筑波郡の役所跡であり、国指定史跡の指定を受け、高床式校倉・

土壁双倉・板倉が復元されている「筑波の正倉院」であった。ちょうど、管理事務所の職員

さんが来て施設の鍵を開けてくれて、さらに案内と詳しい説明をしてもらっているうちに空

が晴れ上がり、筑波山と宝篋山が姿を現し、遺跡の先の駐車場に車を止めて出発した。 

 遺跡の先の「大池公園」を過ぎ山口集落に入り、山口１・２コース分岐を右に２コースに
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向う。舗装道路の急坂を辿り霊園を過ぎると背後に筑波山の女体山・男体山の双耳峰が競り

あがってくる。杉と檜の林の中に大きな榊の群落が目に付く山道を進み「新寺コース」分岐

を過ぎ、小山を越え再び登り道になり「小田城コース」に合流した。 

 さらに登ると山頂と「おみざらし」との分岐で小休止。「おみざらし」とは「御身曝し」の

意で水場のことのようだと類推した。 

 急騰暫しで「宝篋印塔」の立つ４６１メートルの山頂に着いた。山頂の北方には素晴らし

い筑波山が聳え、南方には霞ヶ浦がその名の通り霞んで見える。 

 筑波山をバックに記念写真を撮って

もらい、昼食を済まして山口１コース

を下る。 

宝篋水を過ぎ、梅の花が香る山口集落

の里路は２月とはいえ春爛漫の風情。 

 駐車場に戻り、宝篋山小田城コース

登山口近くの「小田城址」に立ち寄り、 

                                             

鎌倉時代から戦国時代に常陸の国南部     

                         

宝篋山全景 

に勢力を持った「小田氏」の居城跡

で、国指定史跡でつくば市が復元整

備した遺構で 1987年（昭和62年）

まで筑波鉄道が真ん中を貫いていた

ようであり、筑波鉄道の土浦駅から

岩瀬駅までの４０キロの廃線跡は

「りんりんロード」として整備され、

かつての駅舎跡は休憩所になってい

るようである。 

 土塁の上から遺構の全貌と南北に連なるサイクリングロードと目の前の宝篋山・筑波山を

眺めると、悠久の歴史と自然とを満喫することが出来た。 

 小田城址を後に、本日のもうひとつの目的地である国土地理院の「地図と測量の科学館」

では、日本列島の立体ジオラマ、１等三角

点標、伊能忠敬の測量具一式、江戸古地図

等等・・・！ 時間がいくら有っても足り

ない。 

 あこがれの「宝篋山」の他に「平沢官衙

遺跡」・「小田城址遺跡」さらに「国土地理

院」と盛沢山の山旅を有り難うございまし

た。 
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三 浦 富 士 
記：兼堀 恵美子 

★山行日・・・2月 19日（水曜日） 

★参加者・・・Ⅼ兼堀（恵）、兼堀（善）、澁谷、下川、小野寺、鎌形、和田、新庄、中島、

阿部、黒澤、鈴木（里）、山本 

★コース   草加駅ホーム 6時 40分集合 

       草加駅 6：52＝＝押上 7:15＝＝都営浅草線押上（三崎口行き）7:27 

              ＝＝京急長沢 9:12 

京急長沢駅北口９：３０～津久井小学校～警察犬訓練所～三浦富士～砲台山～武山～

武山不動～津久井浜駅 津久井浜＝＝三浦海岸 「さかな料理まつばら」にてランチ 

            三浦海岸 3:29＝＝押上＝＝草加駅 5:30 

 

 何か月か前に旅行会社の広告で三浦富士ハイキングを見ました。低山ながら海の眺望は素

晴らしく、下山してから鮪を食べるのも魅力。この季節なら良いのではと計画しました。4

～5人参加してくれるかなぁと思っていたら 13人の参加…嬉しくもあり少々不安にもなりま

した。三浦方面へは電車で行った事がなくその上初めての山です。下見に行くべきかなぁと

澁谷さんに話したところ、「行った事があるので大丈夫だよ」と言ってもらい頼ることにしま

した。 

登山口までは迷うこともありましたが、皆さんの助言など聞きながら鳥居に着きました。三

浦富士山頂からの海の眺望は最高でした。そこから 30分程で 砲台跡と無線基地局がある砲

台山へ到着。 

そこからまた下ったり登ったりして武山・武山不動尊に到着。途中の山道は倒木や枯れ木の

多いのに驚きました。武山から下山してからは川沿いに菜の花や野菜畑を見ながら、少々長

く感じつつ津久井浜駅まで歩きました。たっぷり休憩を取って来たけれど予定通り 1時に到

着しました。三浦海岸駅まで 1駅電車に乗ってもう１つの目的の鮪ランチ(^^♪店予約をしよ

うと思ったのですが丁度河津桜祭りで混雑する為予約はできないとの事・・・案の定お店は

順番待ち。こんなに待つのは嫌だと思った人もいたのでしょうが、我慢をして頂き 2時過ぎ

のランチなりました。ごめんなさいです。帰りは出店でお買い物をしたりして草加に帰って

来ました。私の欲張り山行に参加してくれた皆さんありがとうございました。  
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阿寺山 （１５０８．８ｍ）                  記:殿塚洋一 

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

山行日:２０２０年２月２２日(土) 

参加者:L殿塚洋一、鈴木勝之、松田弘一、榊原奈歩 

山行実績:広堀川駐車場出発:7時 5分～登山口:8時 20分～1004Peak:10時 26分～ 

阿寺山:12 時 13 分/12 時 44 分～1004Peak:13 時 48 分～～登山口:14 時 46 分広堀

川駐車場帰着:15時 29分 

コースタイム:8時間 24分 

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

新潟県南魚沼市の阿寺山に行ってきました。 

阿寺山は八海山の東南に位置し入道岳を挟んで八海山と稜線をつなぐ山です。 

三連休による道路の混雑を避ける為、前夜に広堀川駐車場に到着。翌朝、曇天の中、登山口

から１Ｋｍ手前の駐車場を出発。登山口からの夏道は広堀川の右岸沿いであるが、今回は雪

崩を避ける為、阿寺山へほぼ直登する尾根上のルートを登る。林道を抜け尾根の取付きを過

ぎるとかなりな急登となるのと湿雪でワカンに雪が纏わりついて思うように足が上がらず苦

労する。途中、天気も回復し青空の下八海山と入道岳を左に見ながらの登山となるが行く手

のルートは壁の様に見える。1,350ｍを過ぎた辺りからやや緩やかな斜面となるが、疲労が溜

まっているせいかなかなか思うように進まない。12 時 13 分にやっとの思いで山頂に到着。

2015年 11月以来の登頂となるが、前回は無雪期で平凡な山頂の景色だったのが、今回は 360

度の展望でビックリ。山頂で記念撮影後に下山開始、上から見ると改めて登ってきた斜面の

急さが感じられ怖いくらいの下山でした。 

 

阿寺山山頂にて！（後方は入道岳と八海山） 
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奥日光でスノーシューの楽しさ発見！         宮澤 明音 

2020年 2月 23日 L:森 律子・宮澤 明音  2名 

新越谷発 5:28 東武日光・バスに乗り換え 9:07 湯本温泉 着 

 

真っ赤な朝日が昇るのを見ながら、一路日光へ。スノーシューは 3－4年ぶり？乗り換えのバ

スを待っている間にちらつきだした雪を見ながら、雪の中を歩くのも良いね、なんて考えて

いたのだが。バスに乗っている間にどんどん積雪は激しくなり・・・湯元温泉バス停に到着

した時には横殴りの雪に。 

スノーシューをレンタルするための申し込み表に記入した内容を見たビジターセンターの職

員の方から、今日はコンディションが良くないから、と心配され、金精の森コースと石楠花

平コースの両方に行く予定であったのを、石楠花コースのみに変更。 

コースはビジターセンターの方

が目印を細かくつけてくださっ

ているので迷う心配なし。あい

にくの天気の為か我々の前を行

く人もなく、真新しい雪に踏み

跡をキュッとつけるのが心地良

い。防寒はしっかりしていたの

で身体は寒くないのだが、唯一

雪にさらされている顔が冷たい。 

風が強く吹くと目の前が真っ白

になり、休憩もままならない。 

そんな状況ではあったが雑木林

の中を歩いたり、源泉の湧き出

る様子を覗いたりと、楽しい時間はあっという間。出発地点に戻ってきたと気づいた時の悔

しい気持ち・・・。 

ビジターセンターの暖かい暖炉の近く

で昼食を取り、私の久しぶりのスノー

シュー体験は終わりました。 

スノーシューができるシーズンは年に

よって全く違うそうで、暖冬の今年は

早めに終わってしまうかも。 

また一つ、山の楽しみを見つけてしま

いました。今期の間にまた来たい！と

思いながら帰路につきました。 
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雨巻山
あままきさん

 533.3ｍ 

記：村上 綾 

〇日程 ２０２０年２月２９日（土） 

〇メンバー Ｌ殿塚、土屋、遠藤、村上 

〇コース ・大川戸登山口 9：50－三
みつ

登
ど

谷山
や さ ん

9：35－雨巻山 10：30－御嶽山
おんたけさん

11：50－ 

      足尾山－大川戸登山口 

     ・芳賀
は が

富士
ふ じ

登山口 1：20－芳賀富士 1：50－芳賀富士登山口 2：05 

曇り空から時々日が差すなか、登山口をスタートしました。ほんのちょっぴり芽吹き始め

た木々の間を５０分位歩いていくと、三登谷山に到着しました。読み方が難しく、みんなで

適当に読んでいると、山頂にいた方が「みつどやさんですよ！」と教えてくれました。山頂

からは、快晴ならば男体山や日光白根山などが見えるそうです。時間があったら午後に登ろ

うと計画しているミニチュア富士山のような芳賀富士ははっきり眼下に見えました。さらに、

１時間ほど歩くと、この日の最高峰の雨巻山に到着です。ここからも、晴れた日には東京ス

カイツリーや富士山が見えるそうです。枯葉が少し積もった道を行くと、猪突猛進すれば転

がるだろうなと思われる「猪転げ坂（ししころげざか）」があり、そこをジグザグに下りてい

くと本日３つ目の山の御嶽山に到着しました。御嶽山頂からは、いきなり鎖場が登場し、急

な岩場を下っていきました。緊張しながら石と落とさないように下りました。久しぶりの岩

場＆鎖で、テンションアップでした。すぐに４つ目の山、足尾山に到着。足尾山からは今度

は沢が登場し、思いがけず沢歩きをしました。沢の音を聞きながらしばらく歩くと、登山口

に着きました。枯葉の積もった山道や鎖場、沢歩きなど、バリエーションに富んだ素敵な縦

走となりました。予定より早く下山できたので、車で２０分ほど離れた芳賀富士を登ること

にしました。芳賀富士の登山口近くの駐車場を出発すると、すぐにふきのとうを発見！春を

実感しました。おいしそうなふきのとうに後ろ髪をひかれつつ、頂上を目指しました。登山

道は木々が伐採されて、眺望がばっちり。「富士」と名がつくものの３０分で山頂に到着しま

した。この山頂からも本物の富士山が見えるとのことでした。 

せっかく益子町に来たので帰りは益子焼のお店に寄り、○百万円の焼き物に目を丸くした

り、お買い物をしたりしました。さらに、イチゴ販売！の幟に誘われて道の駅に寄り道し、

栃木名産のとちおとめをゲットしました。1 日で 5 つの山頂を制覇し、焼き物を見て、イチ

ゴのお買い物もして、充実の日となりました。リーダ

ーの殿塚さんを初め、土屋

さん、遠藤さんに大変お世

話になりました。とーって

も楽しい山行でした。あり

がとうございました。 
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記：榊原奈歩 

蔵王：地蔵岳～熊野岳・地蔵岳～ドッコ沼～ 
温泉縦走 

山行日：2020/2/29-3/1 

メンバー：松浦（L）、山田、松田、榊原 4

名 

コースタイム：1Day 3H、2Day 4H 

2/29 ：ロープウエイ駅 11:05-地蔵岳 11:40

～11:45-避難小屋 12:30-熊野神社・熊野岳

12:47～12:55-地蔵岳 13:35-ロープウエイ駅

13:55 

3/1 ：ロープウエイ駅 9:05-片貝沼 10:00-三

郎岳 10:43-中央第一ペアリフト休憩 11:17～

11:40-ドッコ沼 11:45-宿 12:10 

 

 “テントサイトはジャンケンで決めてください！”・・私が負けて担当になった。でも、今

回は私が適任だと感じているので、この山行の様々な出来事を文章にしよう。 

 

1月の蔵王は悪天候で敗退した。その時、松浦さんに“会に入って 3年目までの人達と雪山を

歩きたい”と言われた。松浦さんと一緒に雪山に行けるチャンスは今を逃すとないかもしれ

ない。候補日程から行先やメンバーを考えていたが、なかなか決まらなかった。 

2月に入り松浦さんに蔵王にもう一度行きたいと考えていることを伝えた。蔵王で一緒に歩い

ていただいた方（1月のテントサイトに登場のワカンの方：Gさん）蔵王を狙う良い時期と言

っていたまさにその時期であったからだ。この話をしたところ行先が決まり、宿を押さえた。

蔵王山行を希望し、多少の悪天候でも歩け、且つラッセルができるメンバーに声をかけた。

直前にコロナウイルス騒ぎで不安があったものの、体調管理を万全にして備えた。 

 

初日朝は天気が良かったがロープウエイ駅に着くと少し雲がでてきていた。雪質は今シーズ

ンで一番良く締まっている。ツボ足で 4人、地蔵・熊野岳を目指す。1月に比べ遥かに視界

が良い。4人で樹氷を見ながら地蔵岳山頂についた所、私達に向かって来る 3人のパーティ

に目が留まった。先頭の方に“Gさんで

すか？”と尋ねた。彼はサングラスをし

ていた私が誰かわからず、名前を伝えた

ら笑顔に変わった。同行していた 2人は

キョトンとした顔をしていた。 

テントサイトの編集をしていた山田さん

は、瞬時に状況を理解した。松浦さんも

すぐに理解した。松田さんは事情を伝え

ていなかったので説明、ほー！と。 

1 月の蔵王で悪天候の中一緒に歩いてく
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れた G さん、全くの偶然で地蔵岳山頂で再会した。今回、蔵王に行った後に連絡をしようと

考えていたため、お互行先を伝えていなかった。彼は今回山岳会関係で蔵王に行きたいと言

っていた方を連れて来ていた。 

嬉しい再開の後、熊野岳を目指す。天気が少しずつ悪くなり視界も悪くなってきたがトレー

スがついていたので避難小屋から山頂まで支柱がなくても歩け、無事 4人でピークを踏めた。

松浦さんも熊野岳のピークを踏むのは初めてとのことで、嬉しい気持ちで一杯になった。そ

の後は天気が悪くなってきたので、雪に埋まったお釜を見るのはあきらめて 4 人でお茶をし

て、モサモサの樹氷と戯れた。そして想定通り温泉は大満足であった！！ 

 

2 日目は前回行っていないルートで密かに楽しみにして

いた。 

ロープウエイ山頂駅に着くと真っ白だった。今日は熊野

岳のピークは望めない。蔵王の天候は難しく昨日登れた

ことを本当に有難く感じた。そして、“松浦さんと白い

中歩くんだよ！”とメンバーと話をしていたことが現実

になってしまった。白い中を下っていくと少しずつ天気

が良くなってくる。モサモサの樹氷から始まり、繊細な

ガラス細工のような樹氷をみながらスキー場横を歩き、

その後はスキー場を外れ新雪の中をラッセルして三郎

岳を目指す。初ワカンの山田さん！体力ありでバシバシ

歩ける。そして小さな山頂が青空の中私達を迎えてくれた。 

その後はスキー場の斜度のきついゲレンデを降りるためアイゼンに履き替え下る。気づけば

2 時間休憩なしで歩いていたので、レストハウスでまったりお茶タイム！・・思わず根っこ

を張ってしまいそうになり、これではイカンと先に進む。ドッコ沼を望み、遠くに見える晴

れた朝日連峰を眺めながらスキー場横を下山した。そして、温泉は高級旅館の日帰り温泉を

ほぼ貸し切り状態で堪能し帰路についた。 

今回皆さんと一緒に熊野岳

のピークを踏めたこと、本

当に嬉しく思います。また、

一緒に歩きたいです。 

リーダー松浦さん本当にあ

りがとうございました。 

私の父が松浦さんについて、

「今回のリーダーの方は 78

才。尊敬する。」と。 

また、両日安全運転をして

くれた松田さん、山田さん

本当にお疲れさまでした。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

編 集 後 記 

 

草加山の会に入って約３年。なかなかみなさんと休みを合わすことができず、、、てん 

とさいと編集ならできるかも、とお手伝いさせていただきました。 

 

やってみると編集担当の方の苦労がよくわかります(*^-^*) 

今後はできるだけ早く、要項に添った原稿を提出するようにします～～。 

 

個人的に今年度はクライミングを体験してみて自分の世界が広がった気がします。技 

術や知識等とても親切に教えてくださり、本当に感謝しています。覚えなければならな 

いことがたくさんあって、焦ります(￣▽￣;) 

 

今年の冬はとても雪の少ない冬でした。雪の山、大好きですが、春が来て花が咲いて、

また夏山シーズンが来るのも楽しみですね！！！ 

                                

  山田 朗子 

 

 

 



 

 

 


