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コール 

おじさん 3 人組との山歩き 
宮澤 明音 

 

きっかけは屋久島のツアーだった。母の「死ぬまでに一度屋久杉が見たい」という言葉に、

屋久島行きを決めたのは、もう 15年前？（ちなみに母の「死ぬまでに・・・」シリーズは今

日に至るまで継続しています）それまで山らしい山に登ったことがなかったが、朝 3時に起

きて暗い中を出発し、ゆっくり歩くという無理のない行程のせいか、母と二人、無事屋久杉

に出会うことができた。 

3泊 4日のツアー中、食事の席は固定で、我々のお隣は仲の良いご夫婦だった。そのご夫婦

に「屋久島楽しかった。関東に戻ってもまた山登りがしたい」という話をしたところ、旦那

さんが同級生たちと山登りをしているから、と私を誘ってくださった。 

旅行から戻った後、お言葉に甘えてご一緒させてもらった最初の山が檜洞丸だったことをよ

く覚えている。屋久島の旦那さんとその同級生 2人と私というおかしな 4人組で、その後何

年も丹沢の山を登った。私の最初の八ヶ岳での山小屋泊もおじさんと一緒だった。 

おじさんの一人が毎回山行計画を作成し各所に提出してくれていたが、そのころの私は完全

におじさんたちに頼り切っていて、山の名前すらよく覚えていないのが残念でならない。学

生時代に購入したという灯油を使うバーナーを使

って、山頂で時々お汁粉を作ってくれた。普段は全

然食べないお汁粉だが、山頂で食べた時はとても美

味しく感じた。 

山での歩き方や、服を脱ぐタイミング、何かすると

きには必ず歩きながらでなく必ず立ち止まって、な

ど細かい山のルールを教えていただいたことで今

の私がある。震災の際には、帰宅できなくなってい

た私を車で迎えに来てくれると言ってくださって、

嬉しくて涙が出た。 

そんな関係は私が震災後の支援のために気仙沼に

行くまで続いた。4年間気仙沼で過ごした後関東に戻るとおじさんたちはもう 70を過ぎ、お

じさん 3人組の山行は自然消滅していた。もう一度、また 4人で山を登りたい、と思っても、

もう叶わない。 

山は今登らなくても待っていてくれる。でも一緒に登る仲間との時間は永遠ではない。そん

なことを考えながら、今、この時間を共有できる人たちとの山行を楽しんでいる。 

おじさんが作ってくれていた山行計画書は今も私の PCにある。 
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       「私の一名山、剱岳」  
 

記 黒澤 登美江 

  

今から１２年前、７０歳の時絶対に登ることなど出来ない、見る山だと思っていた剱岳に

登ることが出来ました。 

  

H２０.７.３０ 夜行バスで出発、 

 ７／３０ 室堂    一の越山荘    雄山    立山（大汝山）  

      真砂岳    別山    剱澤小屋 に泊まりました。 

  

景色はすばらしいけれど疲れた！！ 

 元気にここまで来て、石井さんが高山病になり、剱岳登頂をあきらめて小屋に残ることに

なる。無念だったと思う。 

  

８／１ 剱澤    剱山荘    一服剱    前剱岳    剱岳    

     一服剱    剱御前小舎（泊り） 

  

８／２ 室堂みくりが池で温泉に入り、新幹線で帰り、７０歳でも良きリーダーと仲間に

恵まれ、登ることができ、感謝感謝でいっぱいの忘れることが出来ない山でした。観光で行

っても自慢の山です。 

 その后、映画「劔岳 点の記」を見て、私はすごい山に登ったのだと思いました！！ 



3 

 

山行 日程 山 岳 名 L 参   加   者 

個 8/29 四阿山・根子岳 森律子 山口裕、井上 

個 9/4 高 尾 山 畑野じ  

個 9/6 北八ヶ岳稲子岳南壁左 

カンテルート 

長田 会員外１ 

個 9/10 鍋 割 山 畑野じ  

個 9/10～11 鹿島槍ヶ岳 松田弘 会員外１ 

個 9/13 高  尾  山  浅倉 浅倉、青木麻、鈴木勝、森律 

個 9/13 地蔵岳・長七郎山  樋渡  

個 9/17 大菩薩峠縦走  土屋 浅井ゆ、兼堀善、浅井て、 新島、 

遠藤、 小林、 山崎ま、堀江（お

試し） 

個 9/17 塔ノ峰（足尾） 樋渡  

個 9/16 両 崖 山 小野寺 阿部、黒澤、兼堀え 

会 9/20～22 涸沢合宿 長田 鈴木、青木あ、榊原、松田弘 

個 9/21 大高取山～～宮澤湖 山口裕  

個 9/22 日光鋼策鉄道線 樋渡  

個 9/23～24 苗 場 山 小野寺 阿部、和田、兼堀え 

個 9/27 男 山ダイレクト 長田 会員外１ 

個 9/27 赤雪山(足利) 樋渡  

個 10/2～3 別 山 畑野じ  

個 10/3 月 山 榊原  

個 10/3 二 岐 山 鈴木廣 渋谷、山口敏 

個 10/3～4 楢 俣 川 沼田 石川、会員外 

個 10/4 武甲山～子の権現 山口裕  

個 10/4～7 涸 沢 畑野じ  

個 10/11 赤 岩 大 滝 長田 会員外１ 

個 10/11 大坊山（足利） 樋渡  

個 10/15～17 一切経山・刈田岳 山本 

兼堀よ 

渋谷、阿部、和田、黒沢、小野寺、

杉山、鈴木さ、兼堀え 

個 10/16 ニ ュ ウ 樋渡  

個 10/18 谷川岳マチガ沢東南稜 長田 会員外１ 

個 10/18 日光白根山 榊原  

個 10/18 三 本 鎗 岳 土屋 浅井祐、鈴木廣、殿塚、遠藤、堀

江、青木し 

個 10/21 赤 城 山 浅井祐 澁谷、松田武（地蔵岳コース） 

新島、兼堀善、下川、尾崎、大門、

     2020年 9月～2020年 11月 山行実績・機関紙部 
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堀江（黒檜山コース） 

個 10/24 乾 徳 山 松田 鈴木勝、森律、山口裕、榊原 

個 10/24～25 檜洞丸ならず 宮澤 沼田、石川、浅倉 

個 10/24～26 中山道 No.17 渋谷 石井、兼堀善、兼堀恵、鎌形、 

鈴木廣、森は、小林い、出口、 

木原、畑野ひ、杉山、染谷 

個 10/31 未丈ヶ岳 山口裕 鈴木勝、松田弘 

個 10/31 湯沢温泉塔 樋渡  

個 11/1 八 海 山 山口裕 鈴木勝、松田弘 

個 11/3 大 小 山 樋渡  

個 11/6 御 岳 山 畑野じ 畑野ひ、森は、小林い、殿塚、芳

野 

個 11/8 三ツ峠山～天上山 池本  

個 11/8 青葉の岩場 長田 会員外１ 

個 11/8 気生ノ宿（日光） 樋渡  

個 11/14 ウノタワ  山口裕  

個 11/15 仙人ヶ岳  殿塚 村上、森花江、井上隆則   

個 11/15 天 王 岩 長田 会員外１ 

個 11/15～16 丹 沢 山 出口  

個 11/19～20 丹 沢 山 畑野じ 大門、新島 

個 11/21 桜山・城峯公園 

 

兼堀善 兼堀恵、木原、澁谷、杉山、畑野

仁、松田武、出口 

個 11/21 三 峰 山 樋渡  

個 11/22 荒 船 山 殿塚 森（は）、遠藤、村上、土屋 

個 11/22 天狗山ダイレクト 長田 会員外１ 

個 11/23 トムソーヤの冒険 長田 会員外１ 

個 11/23 三国第一山 樋渡  

会 11/28～29 西丹沢キャンプ場Ａ 

鍋割山、温泉 

宮澤 森り、四宮、堀江、松田こ 

会 11/28～29 西丹沢キャンプ場Ｂ 

広沢寺、二子山 

沼田 石川、会員外 

会 11/28～29 西丹沢キャンプ場Ｃ 

小田原一夜上石垣山、丹 

沢 山 

山口ひ 浅倉、山崎や、青木 

個 11/29 御 堂 山 鈴木ひ 大門、澁谷、森は、平野 
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四阿山・根子岳 
記：新人 井上隆則 

山行日：2020年 8月 29日（日帰り） 

メンバー：L森律子、山口裕、井上 

コースタイム：8：35菅野平牧場登山口→10：34根子岳→12：49四阿山→15：57菅野平牧場 

 

 山口さんに車を出していただき四阿

山へ向かいました。登り始めの所に牧

場があり、そこを見つつ登り始めまし

た。最初の登りは、コロナ下で運動不

足が続きかなりバテバテでした。山口

さんはかなり健脚らしいです。 

小休止を取りつつ、やっとこさ根子

岳に着きました。久しぶりの山で食べ

たおにぎりの味は忘れられません。再

び歩き始めると、そこから景色は一気

に開け、稜線の絶景は素晴らしかったです。鞍部に降ると次に苔の生えている登りで足元を

とられ登りづらかったです。実は山靴が前日にないことに気づいて、普通の運動靴で来てし

まったのです。四阿山頂上に着いた後、下りで沢の水が流れる音がしました。その音は、な

んと大雨の音だったのです。急いでカッパに着替え、その先の下りは、雨が沢のように流れ、

足をとられ、何回も転び結構一杯一杯でした。森さんに後ろでフォローしていただき、森さ

んも健脚なんだなぁと思いました。2時間位

その状態で下った後、沢に出ました。登り終

えた時、凄い達成感と充実感と自信になりま

した。よし！次の山に登れると思いました。 

沢沿いを歩いていき車があるところに辿

り着きました。そこから温泉に着き、山口さ

んと裸の付き合いをしました。温泉に入った

ら、一気に体調が回復し絶好調になってしま

い、帰りの車の中で 2時間くらいしゃべりま

くってしまいました。うるさかったらごめん

なさい。運転手が眠くならないようにと、盛

り上げようとしていたのです。 

山口さん運転お疲れさまでした。森さん、

山口さん、大変お世話になりました。ありが

とうございました。 
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        北八ヶ岳稲子岳南壁左カンテルート 

L:長田 一樹 会員外 

 

9/6 ミドリ池登山口 P7:20→8:00 しらびそ小屋 8:15→9:45 取り付き 10:00→13:00 終了点

13:15下山→14：40しらびそ小屋 15:00→15:40ミドリ池登山口 P 

 

ヤマテンの予報を信じて前夜発で出かけたが、仮眠から起きると雨。。。それでも時間経てば

上がるかもと思い、道の駅から移動してミドリ池登山口 Pに着いても雨。。。6:00にはやむと

あったのにと悶々としつつ待っていると 7:20漸く雨がやんだ！ 

南壁だし雨が上がったら晴れるとの事だったので、乾くだろうと思い準備して出発する。し

らびそ小屋にて朝食を食べていると、餌付けされたリスが一緒に朝食を摂っている（笑）食

べ終わったら出発、取り付き核心との事だったの慎重に歩みを進める。南壁が見え始めてコ

ールの声が聞こえてきた辺りでソロソロかと踏み跡を探すがナカナカ明確な踏み跡は見つか

らなかった。地形図と照らし合

わせて大体の所から登山道を

外れて森の中へ入る。しばらく

右手方向にトラバースしてい

くと赤テープ発見！念の為 GPS

で確認するとルートに乗って

いたので、そのままテープを追

って登っていくと取り付きに

到着。取り付きは白テープに黄

色テープが木に巻かれていま

す。前のパーテイーは地元長野

の山岳会の方達で、下部で練習

したいとの事でしたので、準備

をして先に行かせてもらう。 

1P 目：自分リード、思い返せば 10 ヶ月ぶりくらい？の外岩だと気がついたのはスラブに足

を乗せた時でした（笑）慎重に滑らない事を確認して登り、ハンガー2 個あったので短いが

一旦切る。しかしココは先まで伸ばした方が良かったです。 

2P 目：相方リード、正規 1P 目後半なのでそんなに難しくない筈なのに間違って右手の垂壁

方向に行き、行き詰まって戻って来る。左手方向は階段状なのでそちらを進むと凹角にハン

ガー2個の終了点あり。 

3P 目：自分リード正規 2P 目です。出だしでビレイ点が邪魔になるが何とか通過、後は落石

が積み重なった階段状に近い所を抜けるとワイドクラック出現。 

4P 目：自分リード、正規 3P 目です。右手にチムニーもあるが左手のワイドクラックが最近

のルートらしい、少しチムニー覗いてみましたが落石が溜まっていて怖いのでワイドクラッ
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クへ向かう、ハンガーにヌンチャク掛けて一

安心してオブザベするが、クラックのイメー

ジが強すぎてジャミングとレイバックばか

り使っていたら、あっという間にパンプして

テンション。。。あーっと思いながら左右の壁

見ると。。。普通に凹角と思った方がスムーズ

だと思います。クラック抜けた直後にハンガ

ーあったが短すぎると思い、もう少し伸ばし

て岩にスリングで終了点作成。 

5P 目：相方リード、前半は岩稜帯歩きで後

半は立ってきます。左も右も行けるが右を選

択、左はハーケンの残置ありますが、右は無

しです。 

6P目：自分リード、正規 5P目短い左上する

ワイドクラック残置はハーケン、適当に登る

上部にハンガー有り。ここで水分食料補給し

て靴履き替えて下山、登山道ではないですが

踏み跡はっきりしています。中山峠に向かう登山道に合流したら小屋を目指す。しらびその

森を抜けていると、秋の気配を感じ

て、こういう登山も良いなと改めて

思い直し、時間が有るので小屋でお

茶してリス観察してから戻る事に

したが、リスって変な鳴き声発しま

すね（汗） 

駐車場に戻って稲子湯に入ろうと

思ったが、観光バスを見て退散、ヤ

ッホーの湯で汗流して萌木の村

ROCK でファイヤードッグカレー大

盛りを何とか食べ切って帰りまし

た。 

小屋のおばあさんはコロナが心配

なようでしたが、喫茶の時間過ぎて

いたにも拘らずお茶をさせてくれ

ました。ただ、お互いにマスクをし

て離れて最小限のお喋りは、少し寂

しいなと思った。今回の山行でした。 
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鹿島槍ヶ岳 
記 松田 弘一 

山行日 2020年 9月 10日 11日 

 

メンバー 松田（弘） 会員外 

 

10日 柏原新道登山口 6：50～ 種池山荘 10：53～爺ヶ岳（南峰）12：10～爺ヶ岳（中峰）

12：41～ 冷池山荘 14：18 

 

11日 冷池山荘 6：04～ 布引山 6：46～ 鹿島槍ヶ岳（南峰）7：27～ 布引山 8：19～ 

冷池山荘 9：06～ 爺ヶ岳（南峰）10：43～ 爺ヶ岳（南峰）10：54～ 種池山荘 11：34

～ 柏原新道登山口 14：46 

 

天気予報があまり良くありませんでしたけど、行ってきました。 小雨が降る中、準備をし

てスタート、空を見上げると曇り空で山は見られませんでした。 登山口から高低差 1100ｍ

を 4 時間ぐらいで登り、ようやく種池山荘に到着、今回は種池山荘にて名物のピザを食べま

した。 焼きたてで美味しかったです。 山荘からは稜線歩きで景色が良いはずなのですが

ガスで回りが見えなかった。 爺ヶ岳（南峰）、爺ヶ岳（中峰）山頂からも景色は見られず残

念、雷鳥は見る事ができ、カメラで写真を撮りました。 冷池山荘に着いて、のんびりして

いると土砂降りの雨が降ってきた、早めに着いて良かった。翌朝、天気は晴れ、富山方面の

景色は見られたが、長野方面は終始ガスで何も見られず、鹿島槍ヶ岳（北峰）まで行く予定

だったが鹿島槍ヶ岳（南峰）山頂に到着したらガスで視界が悪くなり、風も強くなってきた

ので、やめる事にして下山を決めた。 今回は平日の山行だったので登山の方とはあまり会

わず、冷池山荘、コロナの影響で定員 250名の所を 50名まで限定となっていた。 自分が泊

まった日は 10名ほど。各パーティーごと各部屋となっていたので快適だった。 
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高尾山ビアマウント 

記：浅倉 直人 

期  日：2020年 9月 13日（日） 

メンバー： Ｌ浅倉直人、青木麻子、鈴木勝幸、森律子 

コ ー ス：高尾駅北口 バス 9:12 〜 9:30小仏バス停 ～ 9:50小仏峠登山口 〜  

12:50高尾山ビアマウント 13：30～15：30高尾山口駅 

 

 高尾山にテント泊のトレーニングで行ってき

ました。 

高尾駅北口からバスで小仏バス停まで行き、小

仏峠登山口から歩きました。 

天気が良くて良かったです。 

高尾山の山頂駅のビアガーデンでビール飲んで、

さんまも食べたり楽しかったです。 
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地蔵岳と長七郎山（赤城） 

記：樋渡 義晴 

◆山行日：2020年 9月 13日 

◆山行者：樋渡義晴 

◆コース：赤城ビジターセンタ～鳥居峠～小地蔵岳～長七郎山～地蔵岳～赤城ビジターセン

ター 

 

覚満淵で朝もやの風景を撮影 ・・・ せっかくの機会なのでまだ登った事の無い山に・・

鳥居峠に上がってくると前面に雲海が広がっています。 三脚立てている人に聞いてみたら

ここは雲海で有名な撮影ポイント だとか。 

             

 

 

とことこと小地蔵岳へ 石祠があるとか地図には書いてあるのですが あたりをウロウロ 

でも見つかりません。仕方なく長七郎山へ 素晴らしい雲海の景色 そして遙か遠方富士 

山がひょっこり (^^)/ ちょっとした広場もあってここで一夜を過ごしてもいいかも！ 

 

 

 

小沼に降りて 16歳の娘が龍神になった竜女伝説を読む。 日本の伝説は奥が深い！ 

ここからちょっと頑張って地蔵岳へ ・・ 汗がポトポト・・ とすると眼前に 

ウルトラマンの基地が！！  確かに電波塔を建てるには格好の場所ですね。 帰りは 

採りたてのトウモロコシを買って帰りました。 
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大菩薩峠縦走 
                                               記：土屋玲子  

■ 日  程 令和2年9月17日（木） 

 

■ メンバー Ⅼ 土屋 ・ 浅井（ゆ） ・ 兼堀善 ・ 浅井（て） ・ 新島 ・ 遠藤  

小林 ・ 山崎（ま） ・ 堀江（お試し） 

 

■ コース   獨協大学前5：30 ～首都高～中央自動車道 勝沼 IC ～上日川峠ⓟ8：30 

上日川峠 ～ 福ちゃん荘8:50 ～ 大菩薩峠 9:50 ～ 石丸峠10:35～                             

           小金沢山12:00～牛の奥の雁ヶ原摺山13:00～黒岳14:35～湯ノ沢峠15：40 

やまと天目温泉 ～ 獨協大学前19：10 

 

大菩薩嶺は以前より行ってみたいと思っていた山。なかなか行くチャンスがなく、浅井祐

子さんに相談したところ自分で計画してみたらとすすめられ、初めてのリーダーとなった。 

そこから地図を見たりネットで情報を収集し計画書を作成した。 

 

祐子さんと計画を練っている時に、せっかくなので大菩薩嶺ではなく、大菩薩峠から小金

沢山方面への縦走という素晴らしいルートを教えてもらい、今回の計画が決定した。 

なんと、祐子さんが車を回して湯ノ沢峠で待ってくれるというのだ。夢のような計画に会

長の兼堀さんも車を回すサポートチームとして参加して下さることになった。 
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そして当日。天気は曇りが先行してはいたが時折晴れ間もあり、富士山も垣間見ることが

出来た。 

歩き出してすぐに「早いよ～」と声をかけられる。普段は全然早いわけでもないのに、ど

うも早まってしまう。 

途中でまた「後ろをたまに見るんだよ～」などの声がかかる。なかなかうまく歩けない。

樹林帯の中では道がわかりにくいところもあり、ピンクのリボンを目で探しながら段差の少

なそうな道を選んで登る。今までは何の気なしに後ろを歩いていたんだなあ、とつくづく思

った。そして計画書に記した時間通りに行程が進んでいると、ホッとし、なんとなく嬉しい。 

 

牛の奥の雁ヶ原摺山。一番長い名前の山。ここで少し富士山が見えたのは嬉しかった。 

平日であり、紅葉にはまだ早い時期ということもあり大菩薩峠から先は誰も会わず、山も貸

し切り状態であった。この景色も独り占め。 

以前の台風の影響なのかあちらこちらで倒木が多く歩きにくい箇所もあったけれど、草原

の中の散歩のような場所もあり、涼しい風が吹いて歩きやすい気候でもあり、皆さんの楽し

いおしゃべりを聞きながらの楽しい山行で約7時間の山行が短く感じられた。 

 

最後に、今回は祐子さんに大変お世話になりました。車をまわして下さった兼堀さんも本

当にありがとうございました。参加して下さった皆さんもいろいろ教えて頂き、今後の山行

に生かしていきたいと思います。 
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塔ノ峰 （足尾） 

記：樋渡 義晴 

◆山行日：2020年 9月 17日 

◆山行者：樋渡義晴 

◆コース：舟石峠～塔ノ峰～舟石峠 

 

気になっていた塔ノ峰（1738m） 開けた場所にある山頂 テント張ってのんびり一夜を過ご

すには最高の場所かも知れません。 付近数キロ人家はなくおそらく独り占めの空間！ 

 

 

そんなに危ないルート取りはありません。 春にはツツジや赤ヤシオがきっと咲くのだと思

います。 ちょっと笹藪があるのでそこはグイグイと前進 (^^) 

 

 

             

帰路見つけたこちらのプレート これが舟石峠から庚申山までの旧道だと知ったのは 

帰宅してからでした。 地元の方が苦労して作られた道 既に廃道になっていますが 

いつか歩き通してみたいと思います。 
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苗 場 山 （２１４５．３ｍ） 

記：兼堀 恵美子 

 

足慣らし山行  9月 16日（水）   両崖山～天狗山 

           メンバー  Ⅼ小野寺、阿部、黒澤、兼堀（え） 

 コロナ禍であまり山も行けてないので、苗場山登山を前にリーダーが足慣らしとして栃木

の山（両崖山～天狗山）を計画してくれました。低山ながら岩場もあり、アップダウンを繰

り返し足慣らしには充分でした。両崖山に向かう途中｛大田ハイキングクラブ｝の男性と出

会い、総勢 150名程のクラブながら平均年齢は草加山の会より高く色々と悩みがある様で、

英子ちゃんの話を熱心に聞いて、参考にしたいとの事で、

しばらく一緒に進みました。帰ってからホームページを

見た所結構盛んで地域活動にも参加しているようでし

た。またどこかの山で会うかもしれませんね！ 

曇り空なのに蒸し暑く、こまめに水分補給と称して休憩

をとって頂きゆっくり楽しく登って来ました。リーダ

ー・・苗場山もこのペースでお願いしま～す(^^♪  

 

 

苗 場 山 

9月 23日（水）～24日（木） メンバーⅬ小野寺、阿部、和田、兼堀（え） 

コース 祓川コース 和田小屋～下の芝～中の芝～上の芝 

～神楽ヶ峰～山頂    苗場山ヒュッテ泊 

1日目  二日前から台風関東上陸のニュースが出て、また昨年の様に天気に悩まされるリ 

ーダー。新潟方面なので行って見て麓で雨なら帰って来るということにして出発し 

ました。林道工事の為交通規制があり朝 4時近くに草加を出ました。ところが近づ 

くにつれ天気が好転。青空・晴れ間。迷うことなく登山決行！和田小屋周辺では可 

愛いウメバチソウの群生が迎えてくれました。下の芝～中の芝～上の芝までは岩道 

と木道の繰り返し。結構長かったです。神楽ヶ峰まで来たら眼前に苗場山が現れま 

した。鞍部、お花畑までグンと落とされ最後の急登になりました。登りきった所に 

広い台地が現れると聞いていたので頭 

に思い浮かべながら何とか頑張りまし 

た。本当にパッと広い草紅葉が眼前に 

現れました。ここが２１４５ｍの山頂 

か？？お花は見れなかったけれど、草 

紅葉は最高の色合い。湿原、池塘も素 

晴らしかったです。 
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ヒュッテに着いたら男性はビールで女性はカルピスで乾杯！窓の外の景色を眺めな 

がら・・・段々と外の天気が怪しくなり、結局夕ご飯までおしゃべりをして過ご 

しました。             

  

2日目  朝から霧雨・強風。台風はそれたそうなのでその影響ではなさそう。ヒュッテの 

人の「これ位の風なら問題ないでしょう」の言葉に押され朝 7時に下山開始。山頂 

台地は風が強かったが下りに入ったら少し収まってきました。とても長く感じた下 

りでしたが、心配していた通行止めの時間には余裕で着くことができました。それ 

から道の駅のお風呂に入って疲れを取り帰路に着きました。長時間運転してくれた 

和田さん、阿部さん、リーダーの英子ちゃんお疲れ様でした。 

去年来れなかった阿部さんと私を連れて来てくれた英子ちゃんと和田さんに感謝 

です！！話しに聞いていた広い山頂台地や池塘をこの目で見ることができてとても感  

激しました。また三人のお陰でと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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涸沢合宿 
記 松田 弘一 

山行日 2020年 9月 20日 21日 22日 
 
メンバー L長田、鈴木、青木、榊原、松田（弘） 

20日   上高地 6：51～明神 7：50～徳澤 8：57～横尾 10：17～涸沢 13：32～テント幕営 

21日    涸沢 6：14 南陵へ途中から東陵への取付き～ ゴジラの背～ 北穂高小屋 

11：01～ 北穂高 11：39～ 涸沢小屋 13：54～ 涸沢 16：55 

22日    涸沢 7：22～ 横尾 10：01～ 徳澤 11：14～ 明神 12：10～ 上高地 14：04 

 

初めての上高地、涸沢だったのですごく

楽しみにしていました。上高地から横尾

までは平坦な道、横尾を過ぎると登りの

道となり、テント装備を持って登るには

ちょっときつかったです。登山している

人は多くいました。屏風岩はクライミン

グできるみたいです。迫力がありました。

涸沢に着くと、テントが多くてビックリ

です。 後日、調べたら 850張りのテン

トだったみたいです。自分はトイレに行

った後二回ぐらい迷子になりました。翌日は朝早めに起きて準備をしていたら、モルゲンロ

ートも見る事が出来ました。涸沢を出て南陵をしばらく進む、途中から右にガレ場をトラバ

ースして東稜へ向かう。大きな石の上を歩いた。動く石もあったので足元に注意、途中から

傾斜がきつくなり、落石に気をつけて登る、稜線に出ると 2 組の先行パーティーがいた。待

っている間、周りを見ると槍ヶ岳の穂先が見えた。今度、登りたい！！自分たちの番になり、

長田さんがロープ出してくれて、青木さんにリードしてもらい、セルフビレイでゴジラの背

を渡りました。鋭いナイフリッジで高度感もありビビリました。とても緊張しました。その

後ロープで下降して北穂山荘を目指し

て登った。北穂高山頂からは前穂高、奥

穂高岳、いつか行きたいジャンダル

ム！！！ 北穂高から涸沢に下る途中

にゴジラの背を眺める。あそこの稜線を

歩いた。三日間、天気も良く素晴らしい

山行となりました。それから歩荷力のア

ドバイスをいただいたので歩き方を改

善したいと思います。ロープワークも勉

強ですね。みなさまありがとうございま

した。 
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低山ロングハイク 大高取山～日和田山～宮沢湖 

記：山口裕史 

山行日：2020年 9月 21日（日帰り） 

メンバー：L山口裕 

コースタイム：5時間 30分 越生駅 7:00 - 7:50 大高取山 - 8:00 桂木山 - 8:17 桂木峠 - 8:26 天

望峠 - 9:02 鼻曲山- 9:19 カイ立場 - 9:28 一本杉峠 - 10:06 みちさと峠 - 10:15 スカリ山 - 

10:24 観音山 - 10:28 北向地蔵 - 10:58 高指山 - 11:08 日和田山 - 11:38 日和田山登山口 - 

11:46 巾着田 - 11:55 ドレミファ橋 - 12:08 高麗峠 - 12:28 宮沢湖入口 

 

せっかくの 4連休なので 1日は日帰りで山行こうかと思っていましたが、皆はテント泊や遠征が多か

ったのでソロで行くことにしました。今年に入って 3 回目の登山ということでどのくらい体力が戻って

いるかトレーニングかねて低山ロングハイクです。 

奥武蔵・奥多摩は歩こうと思えば何十キロでもコース作れるからトレーニングにはもってこいです。

歩いたことない道を繋げるのも楽しみの 1つなので奥武蔵や奥多摩は好きです。 

今回は越生から大高取山を日和田山まで 20 キロのコースで足慣らしです。一本杉までは 1 人しか

会わない静かなルートで蜘蛛の巣には辟易しましたが、淡々と歩くにはもってこいですね。一本杉

から奥武蔵の主尾根はさすが人気ルート。北向地蔵付近まではトレランの方が多く走られていて、

いったいどこまで行くのかと思いを馳せます。 

物見山より先はハイカーが多数。日和田山は子供連れのハイカーが多く密でした。 

トレーニングと体力確認で歩きましたが、まずまずの時間で 20 キロ歩いて、ばてなかったので日頃

のウォーキングの効果が出ているようです。怪我から約 4 ヶ月経ち、ほぼ従来の状態に戻ってきた

ことを実感できてよかったです。 

次は武甲山～大持～小持とかウノタウあたり歩こうかな。 

 

 

北向き地蔵はマスク姿 
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日光鋼索鉄道線 （日光） 

記：樋渡 義晴 

◆山行日：2020年 9月 22日 

◆山行者：樋渡義晴 

◆コース：馬返し～明智平～茶ノ木平～中禅寺湖～馬返し 

 

日光の歴史建造物 数ある中で埋もれてしまったものも多くあると思います。 こちらもその一

つです。 明智平の展望台から東方を望むと眼下にレールの跡があるのを気づかれた方も多いか

と思います。 

 

 

スタートは馬返しの駐車場です。 ここからいろは坂沿いに少し歩くと右手に目的の場所が見え

てきます。 後はひたすら登ります ・・・・ そうすると おっ、これだ！！  

             

             

 

最後はお地蔵様にご挨拶 無事 明智平に到着です。  
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男山ダイレクト 

L:長田 一樹 会員外 

 

9/27 6:50 道路脇駐車スペース 7:00→登山道分岐 7:45→9:00 取り付き 9:10→11:50 頂上

12:25→14:10道路脇駐車スペース 

 

またしても前日まで雨。。。日曜日も雨予報の

場所ばかりで、どうにも身動きが取れない（汗）

前日まで天気図とヤマテンの予報に首っ引き

になり、前日夕方に金峰山方面午前中なら大

丈夫そうとの事で、行ってきました。 

 

去年の台風の影響で、信濃川上駅に近い橋は

通行止め、小川山方面に進んだ先の橋を渡り、

直ぐに左折して戻って復帰、駐車場は無いの

で道路脇スペースの邪魔にならない所に駐車

させてもらいスタート、鹿除けフェンスを開けて入る最初は林道・登山道を歩き、山火事注

意の看板を右手に見たら、その先で左手に分岐する所があるので注意、分岐して沢渡渉する

所と其先が枯れ葉で踏み跡が不明瞭です。沢渡渉したら若干左手方向に進むとワイヤーが出

てくるので暫くワイヤー伝いに進む平坦部に出るか左手に尾根が見えてきたら左手の尾根に

乗る。暫く進むと大岩があり左右ど ち ら

かから周り込むと第一岩稜取り付 き で

す。先行 Pが居たので準備しつつ待 機 す

る。程なくフォローが登り始めたの で 自

分たちもスタート。 

 

1P目Ⅲ級：自分リード、傾斜も緩く て 何

て事は無いのだが前日までの雨と 朝 露

か若干岩が濡れていてスリッピー、 残 置

が皆無でクラックもリスもないの で ノ

ーピン。第二岩稜の取り付きまで伸 ば し

たかったが終了点付近は斜度が無 い の

でロープ重くなりそうだったので 手 前

で切る、終了点は木で取る。 

2P目Ⅲ～Ⅳ級：相方リード、第二岩 稜 の

正規 2P 目、出だしで左に行くか右 に 行

くかで垂壁かスラブかに変わる相 方 は

右手のスラブを選択、抜けた上部の 木 で
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切る。 

3P目：自分リード、第二岩稜正規 2P目

後半です。落石が積み重なった階段状に

近い所を抜ける。上部の木で終了点作成、

ここは繋げるのが正規っぽいが、ロープ

の流れ悪くなると思うので個々の判断

になるかと思います。 

4P 目Ⅳ＋級：相方リード、第三岩稜の

正規 3P 目です。出だし核心で薄被りの

壁、残置はハーケン二枚、ムーブ云々は

無いので慎重に抜ける、岩が脆いので要

注意。 

抜けた所で装備解除して比較的シッカ

リした岩稜帯を歩いて男山頂上へ向か

う。頂上ではランチ休憩している三人 P

が一組、360度の展望が見られる山だか

らかこの後もハイカーが二組上がって

きた。カップラーメンのランチして下山。

韮崎の道の駅でお風呂入って、奈良田本

店でご飯食べて戻りました。 

男山ダイレクト、短いですが展望も良いし近いし脆さやアプローチの解り難さは本番の訓練

と思えば良いところだと思います。 
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赤雪山 （足利） 

記：樋渡 義晴 

◆山行日：2020年 9月 27日 

◆山行者：樋渡義晴 

◆コース：赤雪沢駐車場～赤雪山～赤雪沢駐車場 

 

悲劇の武将の物語 ・・ 山名聞いただけで一度は訪ねておこうかと・・ お昼までには帰

宅しなければならないのでいそいそと出かけてきました。  

 

 

ルートは至ってシンプルです。良く整備された登山道を迷うこと無く歩きます。 薄い霧が

出ていて幻想的な感じ でもあっという間に山頂です。もう少し 武将の思ひに浸りたかっ

たのですが ・・・・ (^^;) 

 

    

帰宅途中 赤い彼岸花 を見かけました。 有史以前に日本に伝わったとされており武将の

時代にも咲いていたと思います。 季節はもう秋でした。 
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月  山 
記：榊原奈歩 

 

山行日：2020年 10月 3日 

 

コースタイム：6H 

5:45（月山姥沢）-6:45（牛首下分岐）-7:00（牛首）-7:52（月山神社）-8:02（山頂）

-10:15（リフト山頂駅）-休憩 15分-11:00（牛首下分岐）-11:45（月山姥沢） 

 

メンバー：榊原（1名） 

  

 

富士山初冠雪と聞き一層秋が深まってきたなー、、、しかし、今年はコロナで師匠と恒例の

東北に行くことができない。んー、つまらない・・・。 

ということで、お天気とにらめっこをして急遽、弾丸で東北行を決めた。今年は気温の下

がり方が早く、明らかに例年より紅葉がはやいと踏んだ。1 週間早めかも？と最初思ってい

たが、連日の気温の低下で直前に丁度見ごろになるとの情報を得た。1 週遅いと色づきが進

み茶色になってしまう・・・これが毎回行く直前までわからないのが紅葉だ。 

紅葉や花の最盛期を狙うのは本当に難しい。予定して行けば大概、早すぎるか、遅いかの

どちらかになる。 

ネットで探すと、なんと Go toキャンペーンの対象に月山がでていたので、ポチッと予約。 

Go to キャンペーンのおかげか？バス乗り場は、8 月の御嶽と比べ 3 倍以上の人でごった返

していた。しかも、年配者多し。。。。皆さん元気だ。 

 

最近仕事が忙しくお疲れ気味、激しいことはしたくない。綺麗な紅葉に癒しを求め、一路

東北月山へむかった。 

お天気は薄曇りの 

予報、、、10月 1週目、 

2 週目の週末は毎年

大概天気が良くない。

今回、台風がこない

だけ良いほうだ。 

たおやかな稜線、草

紅葉、モミジ、ナナカ

マドが赤、オレンジ、

黄の柔らかいコントラ

ストを見せてくれる。

毎回、下界の紅葉と山

の紅葉は他と違うと思

う。

8 合目を過ぎるとガ

スが出て風が強くなっ

た。風はいつの間にか

冷たい冬の風に変わっ

ていた。 

 

錦の絨毯？オレンジが綺麗 
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そんな紅葉最盛期の山で何やら 

山に似つかわしくない恰好をした

強者カップルが目に入ってきた。 

ウエディングドレスにタキシード・・

山で結婚写真を撮っていた。（ドレス

の下はズボンにトレッキングシュー

ズ） 

そう来るか！！山で結婚写真、自分に

その発想はない。 

お二人の思い出の場所なのかな？

と勝手に想像させてもらった。 

ブーケはドライフラワー？のよう

に見えた。 

そんな 2人に登山客、紅葉が祝福し

ている。写真を撮る光景を微笑ましく

見させてもらい、自分も幸せを分けて

もらえた気分に！！ 

 

 

 

さて、来年は何処へいこうかな？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

絵になる写真です 

 

零れ落ちそうなモミジ 
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 日本３００名山     二  岐  山 １５４４Ｍ  

                                  記 山口 敏雄 

＊ 山行日 ２０２０・１０・３（ ２日夜発 ） 

＊ メンバー L鈴木廣・渋谷久美子・山口敏雄 

＊１０月２日 草加２０：３０発～外環～東北道白川 IC～１１：３０道の駅羽鳥湖 P（仮眠） 

 １０月３日 道の駅羽鳥湖 P～二俣温泉７：３０～御鍋神社～男岳登山口～ブナ平～       

 ～二岐山（男岳）大展望の山頂・昼食～女岳～地獄坂～女岳坂美林のプロムナード 

 ～女岳登山口～林道～15時二岐温泉（入浴）～東北道須賀川 IC～草加 

  

 南会津の日本３００名山二岐山は以前から気になっていた山であり、天候不順により今年

2回山行を断念しており 3回目にして登ることが出来た。 

 鈴木さんの新車での山の会山行初デビューであり、夜 8時 30分に草加を出発し道の駅羽鳥

湖に 24時到着。期待した満点の星空の大展望は見ることは出来なかったが、先ずは明日の好

天を祈りビールにて乾杯！。鈴木さん憧れの車中泊のスタートである。 

 翌朝 7時 30分過ぎに二俣温泉バスターミナルから「御鍋神社」に向けて林道をたどること

１時間。御鍋神社は社前に樹齢５２０年、樹高４２メートル、樹周３．８メートルの２本の

サワラの神木を擁し、神前に大釜を祀る日本唯一の神社とのことで一見の価値あり。神社か

ら歩くこと５～６分で二岐山登山口に着いた。 

 登山口でキノコ採りのプロに会い話を

聞くと、今年は多雨のために茸は不作で全

く採れないとのこと。更に、近年は鹿や熊

が出没して危険であるとのことで、クマよ

けの爆竹を分けて頂いた。 

 登山口からの二岐山は途中から見た丸

みを帯びたなだらかな山容に関らずに木

の根岩角にすがりつく思いの外の急登の

連続で、約１時間でブナ平に到着し休憩。

いわき市からの親子連れに写真を撮って

もらい、黄葉が始まりかけたブナの美林を

辿ること１時間。先頭の渋谷さんの「抜けた！」の声で樹林帯限界を超え僅かで山頂に到着。 

 二岐山（男岳）山頂は想定外の大展望で、近くには小白森・大白森山、その向こうに秀麗

な山容の甲子の旭岳（赤崩山）・南に那須連峰の三本槍・朝日岳・赤面山。西には会津駒ヶ岳・

燧ヶ岳・七ヶ嶽。北には猪苗代湖の向こうに先日登った安達太良山・意外に低く磐梯山、さ

らにその奥に吾妻連邦の山々を望むことが出来、暫しの山座同定に時間を忘れ至福の一時。 

 バナナの昼食の後、１２時過ぎに女岳に向かい鞍部の笹平を過ぎて約 25 分で女岳に到着。

「山」の一字を彫った三角点らしき石柱の向こうに石の祠が鎮座しているのみで展望は無し。

ツツジ・アキノキリンソウ・シキミの花を楽しみながら進むと、山好きのカップルが結婚式
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を挙げたという「明日は幸せに」のアスナロの記念樹にタッチして、幸せのおすそ分け。 

 その先は「ここで会ったが三年目」とかの、名も恐ろしき地獄坂！。地獄坂は蔵王山のザ

ンゲ坂か、朝日連峰の小朝日から熊越への逆落しにも勝る激下りの連続。両脇に張られたト

ラロープにすがりながら汗だくの連続で漸く下山路の中間点の女岳坂につくとこれまでとは

打って変わったなだらかで、越後十日町の「美人林」の様で素晴らしい。 

美林のプロムナードを満喫しつつ女岳登山口に到着。14時であった。逆コースは体力自慢

の若者オンリーのコースで、高齢者には絶対的に無理！ 

 二股山女岳登山口の先は山腹から見えた風力発電塔への林道を分けての林道歩きは、地獄

坂下りの前かがみ・中腰姿勢の影響によるロボット歩きで腰が痛い。 

 二岐温泉への舗装道路の登り上げはほんとうにきつく、先頭を行く鈴木さんは遥か向こう

で追いかけるのに必死であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二岐温泉での入浴は極楽！・極楽！で生き返った想い。楽しき山行とその後の温泉！。こ

れだから山はやめられない！。 

 この度の山行は鈴木さんの三度目の執念による山頂での大展望と、渋谷さんのペース配分

に支えられ、私にとって２０座目の日本３００名山登頂と、２１番目の日本の秘湯入浴を遂

げることができて充実した山行であり、本当にありがとうございました。  
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武甲山から峰々を越えて足腰の神様 子の権現へ 

記：山口裕史 

山行日：2020年 10月 4日（日帰り） 

メンバー：L山口裕 

コースタイム：8時間 

浦山口駅 8:40 - 9:14 橋立林道終点- 10:30 武甲山 - 10:50 シラジクボ - 11:16 小持山- 11:41 

大持山- 12:15 妻坂峠- 12:45 武川岳- 13:25 山伏峠 - 14:03 伊豆ヶ岳- 14:22 古御岳 - 14:42 

高畑山- 15:07 天目指峠- 15:45 子ノ権現- 16:44 西吾野駅 

前回、低山ロングハイクを行い体調の回復を感じたので、今回は標高差と距離の負荷を少し高

めてみようと奥武蔵の地図を見て決めたのが武甲山からいくつもの山と峠を越えて最終地点を子

の権現にしました（約 25㎞）。 

伊豆ヶ岳～子の権現は私の好きなルートの 1 つで、子の権現は足腰の神様で登山と縁がある神

社です。出来れば毎シーズンの足の健康をお参りするため訪れたいと思っている場所です。このル

ートを歩くにあたり、一応体力が尽きそうだったらエスケープも事前にチェック。横瀬へ、名郷へ、芦

ヶ久保へ、正丸へと場所により降れるので心配せずに頑張れるのも良いですね。 

この標高だとまだまだ紅葉は先で、天候も最初雨だったし、マニアックなルートなのか歩く人は稀

（トレランの人は何名かいらっしゃいました）。静かでコロナを気にせず歩きに集中できました。時期

的に水分もそれほど取らずに済むので、日が短くなっていることさえ注意すれば、ガッツリ歩くには

ちょうど良い季節です。 

歩いて感じたのは、山と峠が交互に来るのですが、それぞれの峠が近くなる辺りがどこも結構な

急坂であること。この急坂で登りのペースがぐっと落ちた印象がありました。最後、天目指峠から子

の権現への登りが近くて遠かったですね。 

伊豆ヶ岳に到着した時にちょうど 2 時。標準コースタイムだと降りで暗くなるくらいの時間です。正

丸駅へ降りようか迷いましたが、最悪吾野方面に降れば、車道歩きは長くなるものの暗くても問題

ないので最後まで歩くことにしました。奥武蔵のロングルートハイクは面白いですね。 

   

武甲山 小持山 大持山 

   

武川岳 伊豆ヶ岳 子ノ権現 
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奥日光 赤岩大滝 

L:長田 一樹 会員外 

 

10/11 赤沼 P5:40→低公害バス→5:55西ノ湖入り口停留場 6：05→8:00一段目取り付き 8:10

→11:50 七段目終了点頂上→12:00 右岸尾根休憩 12:30→14:20 西ノ湖入り口停留所 14:35→

低公害バス→14:50赤沼 P 

 

どうしてこうも雨が降るのか。。。ま

たしても台風で前日まで雨。。。日曜

日の午前中なら大丈夫そうだったの

と、低公害バスの早朝便がある週末

だったので、最後の沢登りに行って

きました。ただ七段 140ｍの滝は自

分史上初でしたので登攀終わるまで

ドキドキでした。 

 

停留所から歩き出すと最初は林道で、

その後少し狭くなるが概ね解り易い

道です。渡渉地点の赤テープもある

し、渡渉した先には赤岩滝の看板も有るくらいだから、昔は観光名所というかハイキングコ

ースだったのかもしれません。柳沢川沿いも踏み跡しっかりしているので沢中を歩かなくて

も赤岩滝まで比較的濡れずに行けます。所々紅葉している沢沿いを暫く歩くと右手に分岐す

る沢が出て来て其処を少しはいると赤岩滝です。ハーネス着けて準備して滝下へ移動する。

下から見上げるとそそり立つ感じで

前日までの雨で水量多めなせいか迫

力が凄い！！ 

大体のルート取りを相方と確認して

登り出す。一段目二段目はフリーで

三段目は濡れているのとコース取り

間違ったのか？若干バランシーに感

じたので上からロープ出して相方を

肩絡みで確保する。 
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四段目 1P目：相方リード、三級＋スラ

ブとの事だが前夜までの雨で草付きは

緩んで崩れるは抜けるはでヒヤヒヤ、

それでも残置も多数あるので割と安心

して登れる。リングボルトやハーケン

の終了点があったが腐ったスリングだ

ったので立ち木とハーケンのバックア

ップで終了点、途中からシトシトと雨

が降り出して 14:00 近くまで降り続く。 

 

四段目 2P目：自分リード、四級、右側

のスラブが正規っぽいのだが雨で濡れ

たスラブなので左の若干立った草付き

多めの壁を選択する。しかし頼りにし

た草付きや細い立ち木は連日の雨で緩

んで崩壊しまくりで焦る、中間部で右

のスラブに移ると残置も出てきて安心

する。ヤマレコでは落ち口横の壁を登

り切らずに右岸にトラバースすると楽

とあったが、この水量では落ち口

をトラバースする気にはなれなか

ったので上部の立ってきた壁を A0

で突破すると大きめの岩の上にリ

ングボルト三本と古いスリングの

終了点がある。沢登りと云うかア

ルパイン（藪パイン）っぽいピッ

チでした。上部でお助けスリング

用に軟鉄ハーケン一枚追加する。

体感は五級でした（汗） 

 

五段目3P目：自分リード、三級＋、

遠目には何処を登れば良いのか？

皆目見当がつかなかったが近付い

てみると納得！水流左側のを滑り

避けて登り、右にトラバースして

最後は 3ｍくらいの立った壁を登

る、ここはルート取りと最後の立

った壁での動きがクライミングっ

ぽくて楽しい。但し岩が脆いので

要注意！相方が確認した筈のホー
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ルドが剥がれてフォールしてテンション、フォローだったのと剥がれた岩が当たらず怪我も

無くて良かったです。 

 

六段目 4P目：三級＋ちょっと滅気ている相方励ます意味もありリードを薦めると、相方は悪

いイメージを払拭する為にか？果敢にリードチャレンジする。中間支点無しとの事だったが

残置ハーケン一枚あり、斜度はそれほど無いが、無いから余計にヌメリが酷い、左側に逃げ

るが上部で狭くなりどうしてもヌメヌメゾーンに入る、クリーニング用のタワシを持ってい

ったのにも拘らず使用しなかった相方はヌメリで滑ってテンション、意気消沈したのと肘を

打ったようなのでロアダウン、幸い打ち身だけで大した事は無さそうだったので、リード交

代して継続する。 

比較的乾いている左側から回り込んで登り、ヌメヌメゾーンはタワシにてクリーニングして

登る、上部の斜度が無くなって来た所が更にヌメリが酷く緊張しました。ヌメリのせいで体

感は四級くらいある感じです（笑） 

 

七段目 5P目：三級～四級、ルート取りは色々取れそうで攻めたルートなら水流近く、安心ル

ートなら右側から登って左にトラバースして落口へ。攻めた水流近くでも下は釜なのでドボ

ンで済むとは言いつつ、今日の時期天候ではドボンしたくないし、相方はテンション下がっ

てるし、二度も落ちた相方見ていた自分もテンション低めなので安心ルートで登る、落口で

一応安全の為、軟鉄ハーケン一枚追

加（回収済み） 

 

全部の滝登攀終わって、昼ごはんに

しようとしたが沢の中では雨もあり

寒くて堪らなかったので右岸尾根に

上がり樹林帯の中でカップラーメン

で暖を取りながらのランチ、緊張の

為か前夜泊の飲み過ぎ（笑）の為か

朝食も取らずに登っていたので、ハ

ンバーガーとビタミンドリンクにカ

ップラーメンとおにぎり二個を食す

（笑）下山は踏み跡通りに降りれば

柳沢川に降り立つ、柳沢川を下りて

いけば、赤岩沢の出合いに戻る、ハ

イキングコースのような川沿いをテ

ンポ良く戻っているとバスの陰

が？！焦ったが仕方ないと 14:20 停

留所に着くとバス待ちの人達が五人

ほど居る、時刻表確認すると先程行

ったバスは千手ヶ浜行きのバスだっ

たようで一安心。戻ってきたバスに沢臭いかなと不安になりつつ乗り込み。赤沼 Pへ戻り、

やしおの湯で汗流して、10年ぶりか？以前沼 Pと一緒に行った。その頃はお寿司も出してい
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た（笑）日光市内の eatあさいで中華を食べて戻りました。 

赤岩滝、乾いていてクライミングシューズなら簡単とウェブ等に上がっていますが、濡れて

たり水量多いと結構シビアになるのとコース外れると岩が脆くなります。今回念の為クライ

ミングシューズ持って行きましたが、雨や草付きの不安定さから終始沢靴（ラバー）で登り

ました。今年の沢登りの集大成らしく全部の滝が雨で濡れているのが印象的でした（笑） 

 

 

 

   日光市内 eatあさいの餃子とスペシャルセットです。 

 

 

 

白いタレはリンゴ酢と

胡椒のタレです。赤いの

は柚子ポン酢と一味の

タレだそうです。どちら

も美味しかったです。 

 

 

 

 

 

 

                              

 

 

 

 

写真には移っていませ

んがミニ杏仁豆腐が付

いています。これで税込

み 1300円でした！！   
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大坊山 （足利） 

記：樋渡 義晴 

◆山行日：2020年 10月 11日 

◆山行者：樋渡義晴 

◆コース：山川長林寺～大坊山～大山祇神社～山川長林寺 

 

山川長林寺の駐車場から歩き始めます。 古池に弁財天様がおわします。 

 

       

 

トコトコ歩くと見晴らしの良い場所へ、足利市内から関東平野が一望できます。 そして山

頂へ到着。 

 

       

    

ぐるっと回って戻って来たのでお寺へお参りに・・そして参道を下っていくとそこにはあり

ました。 辺り一面が黄色くなっています。 しっかり拾って美味しく頂きました。(^o^) 
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一切経山・刈田岳（モミジ狩り温泉山行） 

山本 理郎 

■日時    2020年 10月 15日～17日 

■メンバー  L＝山本・登山 L＝兼堀よ・会計＝渋谷 阿部・和田・黒沢・小野寺・杉山 

鈴木さ・兼堀え 

■1日目    松原→吾妻山・浄土平→一切経山登山→浄土平→岳温泉「伊藤園碧山亭」 

 2日目    岳温泉→蔵王エコーライン→刈田岳→そば街道（あらきそば）→堺田分水嶺 

→鳴子温泉「大江戸温泉物語ますや」 

 3日目    鳴子温泉→伊達道の駅→牛タン昼食→松原  

平均年齢 74.5才の高齢者御用達山行で、勿論 

Gotoを使っての格安お楽しみ旅行でもある。 

後期高齢者ともなると、１つや 2つの支障は 

当たり前、山の会では黄昏れ組である。 

それでも、山行という名前を借りて、たとえ 

１時間の山登りでも、山に行こうという気持 

が、長生きの秘訣、ボケ防止にもなってる。 

「ありがたい山の会」である。 

当初計画では、月山の隣山で葉山の登山を計 

画していたが、土砂崩れで通行不能となり、 

刈田岳～熊野岳登山に切り替えた。 

① 一切経山 

山腹から白煙を吹き出す火山で一部ルートは、致死性ガスのため現在でも通行止めにな

っている。約 3Hの行程で登山組と散策組に分かれて山頂往復と計画したが、登山組鎌沼

までの登山で下山。寒さへの順応が出来ていない秋口は高齢者には負担であったようだ。 

② 岳温泉伊藤園「碧山亭」 

鏡が池の湖畔に建つ、岳温泉の中では最高立地の 

の温泉ホテルだ。建物も綺麗で眺望も申し分ない。 

レストランも込み合う事もなく、ゆったり食事が 

出来た。伊藤園のグループではお勧めの宿と思う。 
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③ 刈田岳 

紅葉の最盛期であり、刈田岳山頂、お釜は観光客で溢れていた。熊野岳まで登山の予定

であったが、観光客と昼食が気になってか、登山は観光モード切り替わってしまった。 

行程の時間切れで熊野岳登山は中止した。蔵王エコーラインの紅葉は今が盛りであった。 

④ あらきそば 

山形県には 3つのそば街道があり、「最上   

川三難所そば街道」の店。ニシンの味噌煮 

が絶妙。太くて堅い板そばも独特な食感。 

平日でも行列のできる人気店らしい。 

お店の営業は午後２時には閉店とあり、滑り      

込みセーフであった。 

 

⑤ 堺田分水嶺 

1本の小川が左右に分かれ、一方は石巻の太平洋へ、一方は酒田の日本海へ流れてゆく 

という不思議な分水嶺。直そばに松尾芭蕉の逗留した封人の家あり昔からの街道である。 

どなたかこの地の歴史をご存じの方がいらしたらご教授を乞いたい。 

⑥鳴子温泉大江戸温泉物語「ますや」 

鳴子峡の紅葉は十分な色づきには早かった。山の斜面にへばりつく温泉街は昔ながらの 

風情が残っていた。宿は部屋も綺麗で、温泉も快適、料理も美味であった。庶民感覚で 

はここもお勧めの宿である。 
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ニュウという山 （八ヶ岳） 

記：樋渡 義晴 

◆山行日：2020年 10月 16日 

◆山行者：樋渡義晴 

◆コース： 白駒池駐車場～ニュウ～白駒池駐車場 

 

午後から八ヶ岳麓で予定があったので午前ニュウに登って来ました。 なんだか変わった名前だ

と思っていたらいきなり山名が違っていて。 後は出てくる案内板がそれぞれ違うので気になっ

てパチリ・パチリと撮ってしまいました。 

 

こんな感じです。 

 

・ にゆう ・ にう ・ にゅう ・ ニュー ・ ニュウ ・ 乳 

 

だんだん可笑しくなって 次は何が出てくるのかとワクワク  最後はちょっとびっくり！ と

いう訳で帰宅後調べてみたら、やっぱり同じ印象を持ったひとがいるんですね。 ちゃんと調べ

られたようです。 国土地理院のホームページを調べてみたら確かに あそこには三等三角点が

あって 「乳岩」 と明記されています。 

 

白駒池の紅葉 乳岩からみる八ヶ岳の紅葉 富士山 槍ヶ岳 そして素敵な苔の森 と楽しませ

てもらいましたがとりわけ乳岩の「変遷」を勉強できました。 また山の楽しみを一つ見つけた

思いです。 
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谷川岳マチガ沢東南稜 

L:長田 一樹 会員外 

 

10/18 谷川岳 RW 駐車場 4:50→5:15 巌剛新道→6:00 第一見晴らし→下降→大滝→4 段の滝→

ゴルジュ入り口→CS 滝→要の滝 12:30→岩稜基部トラバース→14:05 トマとオキの中間の登

山道 14:15→14:30トマの耳 15:00→西黒尾根→17:50谷川岳 RW駐車場 

 

ヘッデン点けてスターﾄ！谷川だと

ほぼ毎回ヘッデンのお世話になるか

ら交換用電池も忘れずに（笑）など

と初級アルパインだしと舐めて余裕

かましていました。上を見上げると

満天の星空で、星空に疎い自分でも

オリオン座に北斗七星も確認できま

した。巌剛新道外れて大滝に降りる

頃には太陽も出てきて青空が広がり

だす。開けたスラブを順調に登って

いくと背中が暑いくらいでした。右

手にはシンセン岩峰が見え始めて、遠く奥にはトマの耳なども見える、左手の西黒尾根は高

度を上げていくに連れてグラデーションで紅葉も進んで行きます。ゴルジュでは巻き過ぎた

ようで下降に残置支点使用して懸垂で降りる。四の沢との分岐は間違いやすいと聞いていた

ので慎重に水流が少ない方を選び、万が一を考えて中央の尾根を登るが、その後の滝で間違

える。。。東南稜と言うの

だから何時かは沢沿い

外れて尾根に乗らなき

ゃいけないのに滝を追

いかけて本谷の奥深く

へ。。。要の滝（戻ってか

ら調べて後から解りま

した）を超えてどうにも

違うと思って右手尾根

に乗ってみたら恐らく

東南稜の更に南側の絶

壁が広がっていて足元

にはリングボルトと腐

ったスリングが。。。ここ

を懸垂で降りる事も考
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えましたが、覗き込んだ感じではどう

見てもⅣ級の岩場では無いので東南稜

では無い感じ、一度戻って考える事に

して大岩に捨て縄で支点作って懸垂、 

沢にもう一度戻って考える。 

自分が今居る場所が解らない、把握で

きていないのは（GPS上では解ります）

遭難しているのと同じだと頭上のヘリ

の音を聞きながら以下の 3パターンを

考えて相方と相談すると恐らく間違え

た場所はカモシカと会った辺りだと互

いに認識する。 

 

①このまま本谷を遡行して詰める。（但

し、その時点では本谷と判明していな

かったので支沢か四の沢だと思ってい

た。東南稜しか調べて無かったので上

部やツメの状態が解らない） 

 

②戻って東南稜取り付きを探す。（要の滝や扇の要は懸垂支点が無い、ハーケンで作成できる

かもしれないが捨て縄は後少し、東南稜の取り付きまでは早くても二時間は必要か？その後

に登攀なので稜線に出るのは早くても 16：30もっとかかればルート途中でビバーク確定） 

 

③マチガ沢を純粋に下降する。（時間的には遅くなるがヘッデン下山でビバークしないで済む。

ルート的には一番間違いは無いが残置懸垂支点が無いので手持ちでは足りない可能性が大） 

 

この 3パターンで考えていましたがどれもイマイチ、稜線が見えていて登山者の影や声も聞

こえる。高度計見ると 1900ｍ弱、後 100ｍ無い位だなぁとボンヤリ眺めていると！！ 

 

草 付 き と 岩 稜 帯 を繋げれば登山道に出られるんじゃないかと！？ 

 

何となく思っただけなので偵察をしに沢から左手に上がり岩稜基部の下を南側にトラバース

する、先には熊笹や低いが灌木もちらほら、左手のルンゼも行けそうだけど、ど真ん中の草

付きと岩稜帯の方が距離は短そう、取り敢えず途中まで草付き掴んで進んで灌木でセルフ取

って、相方に「来て」と伝えて待つ間に、ぼんやりと草付きと岩稜の中にルートが見えてき

たので相方が来たら、ロープ出して結んで登り出す。思ったより状態は悪く無く、灌木で 4

箇所支点も取れました。50ｍロープギリギリ一杯で登山道に立つと、何でこんな所から？？

と訳が解らずビックリしている登山者に挨拶しながら、一般登山道では歩行の邪魔になるか
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ら支点作成できないので、肩絡みでビレーして相方を引き上げる。草付きが大嫌いな相方は

疲労困憊した様子で上がってきた。取り敢えずご飯食べようとトマの耳でお湯沸かしてカッ

プラーメン食べて西黒尾根で下山。残り 30分の所でもう一度ヘッデン出して装着、あれっ？

そう言えば星が綺麗だったのは今朝だよね？一日長いねぇ～と話しながら林道下って駐車場

へ戻りました。 

 

最近は下調べを最小限にしていたのが裏目になりました。アルパインは取り付き核心とも言

われているので、取り付き迄は入念な下調べが必要です。最近はネットでルート名検索する

と写真付きで色々と出てきますが、帰宅して何処で間違えたのか？を本で調べていると、や

はり概念図が載っている登山大系は解り易いなと思い直した次第です。あまり褒められた山

行で無いのは重々承知ですが、終わってみると、久しぶりに充実感というか自分達で登った

達成感を感じられて嬉しい山行でもありました。 
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日光白根山 
記：榊原奈歩 

 

山行日：2020年 10月 18日 

コースタイム：5.5H 

8:15（RW）-8:30（RW山頂）-9:20（避難小屋）-10:47（山頂）-休憩-12:46（避難小屋）-14:09

（リフト山頂駅） 

メンバー：榊原（1名） 

 

Go to キャンペーン第 2 弾！を発掘、行けるタイミングを見計らっていた。前の週は台風

で流し、今週は雪予報。積もるか？否か？ギリギリまで出発を悩み、ネットでポチッと予約

をした。秋から冬に変わる最中、10月中旬を過ぎると山行レベルが格段にあがるのは承知だ。 

 

バス乗り場に行くと、2 週間前に比べ随分人が減った。北アルプス方面に行く人が減った

からであろう。いつも通りアルコール消毒をして、検温をしていると一人の女性が声をかけ

てきた。 

御嶽山でご一緒しましたね♪と。マスクをしていて、服装も装備も違うのによく私に気づい

たなー。。。。下山後、バス待ちをしながら一緒にビールを飲んでいた方。今回お互い行先が違

うが嬉しい再会！少しお話しをさせていただいた。 

 

今回日光白根山をぐるーっと 1 周で

計画をしていたが、 10 月の週末、悪

天候が続いたこともあり人がドッと

山に押し寄せたため、計画ならず。  

紅葉はロープウエイ乗り場付近で

既に終わりかけであり、山の紅葉は既

に終わりと踏んだ。  

ロープウエイの始発は予定時刻を

すぎたが開かず、なかなか人を乗せな

かった。そうして 30 分遅れで開始と

なりアナウンスが流れた。山頂付近は

昨日の降雪により 10 ㎝の積雪と。や

はり積もったかーと思っていたら、周

囲はざわめいていた・・。アイゼンを

持っていない登山者が多数いた。  
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出だしは雪がないが、次第に雪道になり

徐々に増えていく。夏靴でアイゼン無し、滑

りながら登る人が多数で抜くに抜けず、タイ

ムはあがらない。持ち合わせたチェーンスパ

イクを履く頃、途中敗退をする方が何人もで

ていたが、それでも登り続ける人が多く岩場

に入ると一層渋滞はひどくなりノロノロ、ズ

ルズル・・。積雪は 15㎝位あるように感じ

一面は銀世界になった。山頂までは晴天に恵

まれたが、山頂につく頃雲行きが怪しくなり、

風も出てきたため岩場方面にはいかずに樹

林帯に逃げ込んで下山することにした。 

 

 

 

  

下山途中、子供が転び泣く、前の女性が数

回転ぶ、横に目をやるとロープを越え滑って

いる人がいる。 

いつ怪我や滑落、ヘリ要請になってもおか

しくない。今の登山客の状況はこうなんだな

と感じ少し恐ろしくなった。 

 

そんな感じでサクッと下山しバスのお隣

の女性とお話をした。雰囲気が私の母によく

似ている 70歳の女性（若く見える・・ 

・）。50歳から山を始め山岳会に入り今日は

紅葉が見たくて 1人で白根にきたけど、雪だ

ったわねーと。今日は無事登頂でき、先週は

那須、来週は三峰に入るという健脚っぷりだ。

お互い色々な話をして時間があっという間

に過ぎてしまった。また何処かで会いそうで

すね！とお母さんは微笑んでくれた。山は毎

回暖かい人に巡り合わせてくれる。
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紅葉の三本鎗岳 

                                           記 遠藤みゆき 

山行日：2020年 10月 18日 

メンバー：L土屋、浅井祐、鈴木廣、殿塚、遠藤、堀江、青木（お試し） 

コースタイム：約 5時間 

マウントジーンズ那須ゴンドラ山麗駅→山頂駅（8：38）→ゴヨウツツウジ遊歩道コース→赤

面山分岐（10：06）→三本鎗岳・中の大倉（10：46）→三本鎗岳（11：16）→中の大倉（12：

17）→赤面山分岐（12：38）→那須ゴンドラ山頂駅（13：54） 

 

前日、雨が降ったので寒いのだろ

うな～と思って寒さ対策をして登

山したらお天気で暑かった。 

駐車場から雲海が続く。いよいよ

紅葉の三本鎗岳へ出発。山頂まで

はゴンドラで 15分。最近はこの楽

チン登山がお気に入り。人間、楽

を覚えるといくらでも楽に走って

しまう。 

三本鎗岳までの道のりは暑さのた

め体温調節が難しかった。 

 紅葉の赤面山を始め朝日岳・鬼面山・那須の山々が連なり遠くには赤城山・日光白根山など

も見える。晴天の青空、紅葉と笹のコントラストはとても綺麗だった。 

なだらかな坂を歩き風が爽やかに吹き抜ける。 

 

やはり紅葉の時期なので三本鎗岳

山頂は渋滞していた。人人人で山

頂まで人の列。 

ようやく山頂についてもゆっくり

休めないのでさっさと下山しまし

た。 

 

せっかく那須に来たのだからと殿

塚さんお勧めの那須インター近く

「さくらの湯」に向かいました。
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駐車場から車で 30分くらいの時間で到着しました。ここでもコロナの 3密を避けてお風呂は

4人の貸切状態でした。丁度良い温度のずっと入って居たくなるような良い温泉でした。  

 

今回、お試し山行の青木さんにはちょっと物足りなかったかもしれませんが会の様子がわ

かる良い機会ではなかったでしょうか。これからもどんどん参加して楽しんで下さい。 

 

リーダーの土屋さん、今回はリベンジと

言うことで色々淺井さんに相談して計画

したよう 

です。ご苦労多かったと思います。あり

がとうございました。そしてメキメキ腕

を上げ、柔軟に対応していました。素晴

らしい事です。 

鈴木廣さんと小林さんはカップラーメ

ンを皆さんに分けてくれてお心遣い有難

うございます。体が温まりました。淺井

さんのフルーツはとても美味しかった。

疲れた体には水分と糖分ですね。 

私も今回の山行で、ゴンドラの時間を

調べたり皆の登山ペースを確認したり登

山ルートを計画するなど土屋さんの姿を

みて色々なことを学びました。 

次回の計画に役立てるようにしたいです。 

まず行きたい山のリストを作ってそれぞ

れ調べて紅葉の時期とか登頂ルート、時

間、交通、宿泊施設、温泉などでしょうか。 

最近は会社の窓から山が見えてお天気だとこんないい天気に働いているのがもったいない。

そんな風に思えてきます。 

お金を貯めて台湾の山にも行ってみたいな～。コロナはいつ終息するのだろう。 
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赤 城 山 
堀江 千鶴 

令和２年１０月２１日 

メンバー：浅井祐（L）、澁谷、松田武（地蔵岳コース） 

     新島、兼堀善、下川、尾崎、大門、堀江（黒檜山コース） 

5:25 獨協大学駅集合～東北道～北関東道経由 8：10大沼湖畔Ｐ 

８:３０ 登山口～ 黒檜山頂（10:00）～赤城駒ケ岳（11:00）～大沼湖畔Ｐ（12:00） 

 

今年９月に入会しました。コロナ禍で人との接触が憚られる中、あたたかく迎え入れてい

ただき、感謝しています。今回の赤城山で、会の山行が３回目になりました。 

 

平日にもかかわらず、大沼湖畔駐車場

には多くの車が見られました。 

 やはり、紅葉のシーズンで大人気の山

なのですね。 

 登山口からの急な傾斜を登って尾根

に出ると晴れ間が！ 大沼と紅葉がき

れいに見えて、モチベーションが上がり

ます。 

 

・・・が、頂上へ着くと、ガスがかかり、絶景スポ

ットも真っ白で展望なし。 

 別ルートの地蔵岳チームは、景色ばっちりだった

ようです。 

 駒ケ岳を経由して大沼湖畔駐車場へ戻りました。 

 

早めに下山できたので、富士見温泉 見晴らしの湯へ。

産直市場で、大好きな生落花生をゲットすることができ

ました。茹で落花生はビールのお供に最高です。 

 

山登り初心者なので、まだまだ、どこへ行っても初め

てのことばかりです。いろいろな山に登って、たくさん

の景色を見たいと思っています。よろしくお願いします。 
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乾徳山 
                                 記：榊原奈歩 

山行日：2020年 10月 24日 

コースタイム：8.5H 

8:30（登山口）-9:27（道満山）-10:51（小屋沢ノ頭）-12:15（乾徳山）-休憩-16:20（登山

口） 

メンバー：松田（L）、鈴木勝、森律、山口裕、榊原（5名） 

 

今年の冬将軍の到来は早く、上越地方は雪、行先が変更になった。 

今回は、久しぶりのメンバーも含め 5 名で代わりの山行として、お天気がよさそうな乾徳

山を提案し行くことになった。 

シーズン中に北アルプスに何度も入る友

人から 3年程前に教えてもらっていた山。比

較的近くトレーニングにいい山だよ！と言

われていたが、何故かタイミングが合わず今

まで来ることができなかった。 

 いつもの如く、直前でザック荷詰め内容を

変える。前週の白根はあまりに寒く今回厚着

で入山、早々急登で大汗をかく。この時期の

ウエアリングは本当に難しい。 

厚着できてしまったことに大後悔・・。乾

徳山は標高差 1000m程、そこらの山とは異な

りガーッと登る。なかなかのキツさであなど

れないのと、リーダーがあえてキツイコース

をセレクトしたため、修行山になってしまっ

た。 

10 月お天気が悪い日が続いていたせいか？

岩場は大渋滞ができていた。（他の山はもっと渋滞だったかもしれない。）凰岩は楽しかった。
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↓頑張る男三人。↓ 

 下山中、晴れ間に国師岳が綺麗に見え、テント場もあり、テント泊をしながら 2 座入るの

もいいなーと思った。 

ススキ、紅葉、岩、鎖場、シカもいて、それなりに楽しめまた再訪したいと思うが、真夏

は暑いので避けたい場所だ。 

今回、勝さん、松田さん、私の 3人が初めての♪乾徳山でした！！ 

皆様！お疲れさまでした。体力を落とさずに次も行きましょう。 
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檜洞丸ならず・台風のつめあと 
宮澤 明音 

メンバー：宮澤（L）、沼田、石川、浅倉 

【1日目】10/24 5:15石川駐車場集合～首都高～東名自動車道 経由 9:00丹沢ビジターセ

ンター駐車場着 / 9:00ビジターセンター出発 玄倉川沿い歩き・幕営 

【2日目】10/25  9:00 テント撤収 ～ 入浴・昼食・帰宅 

 

檜洞丸は丹沢で私が初めて登った、思い入れのある山。 

縄文杉を見に行くツアーで知り合ったご夫婦に「関東の山にも登りたい」と言ったところ連

れて行ってくれたのが檜洞丸だった。その後長い間山登りに連れて行っていただき、山での

マナーや歩き方を教えていただいた。 

その檜洞丸に、大好きなユーシン渓谷を通って行く！最近の運動不足をカバーするのに十分

なモチベーションだった。 

なのに・・・ 

昨年の台風でがけ崩れした箇所を工事中の為、

抜けられず・・・ 

沢に降りてみたけれど迂回できず・・・ 

 

泣く泣く帰る道すがら、素敵な幕営地を発

見！ 

早速テントを張って、明るいうちから乾杯！ 

 

浅倉くんは背負っていた 14本のビールをお

腹の中に。（嘘。みんなで飲みました） 

 

 

 

 

 

翌日登ろうと思った大山も、ヤビツ峠からの道が通れな

いことが分かり山登りは断念。 

美味しい大山豆腐を食べて帰宅。 

帰宅して調べてみると、丹沢一帯の通行止め箇所の多い

こと！ 

昨年の台風の威力を知らされました。 

 

山には登らなかったけれど、久しぶりに山に行けて、ま

た登山熱に火が付きました！ 
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中山道№１７（御嵩町～加納） 

                                    記：出口栄子 

山行日：2020年 10月 24日～26日 

メンバー：L渋谷久美子、石井美樹、兼堀善和、兼堀恵美子、鎌形瑞江、鈴木廣、森花江、 

小林いつ子、出口栄子、木原初枝、畑野仁美、杉山清美、染谷智行、計 13名 

 

10/24 草加駅集合-東京ひかり 461-名古屋-多治見-可児-新可児-御嵩駅 10:55着 

    11:15出発御嵩宿―伏見宿―太田宿―15:30料理旅館 富士 宿泊  １２㎞ 

10/25宿 8:20出発美濃太田-今渡の渡し場-うとう峠-鵜沼宿-14:05名鉄三柿野駅着 11:18発 

-犬山遊園駅乗車 11:32着-犬山城天守閣見学-タクシーで宿泊施設  

各務原 ホテル八勝閣みずのを着 16:20              １５㎞ 

10/26 ホテル 9:20新鵜沼駅から名鉄で六軒駅-加納宿-岐阜-岐阜駅 13:05着-13:23発 豊橋 

行き乗車-名古屋駅 14:31発ひかり 652号-16:12東京駅着-北千住駅-草加駅 １０㎞ 

 

 今回のリーダーは渋谷さん。道中の先導は石井美樹さんでした。天気予報は３日間とも晴 

れという事で木曾川や山城を遠くに望みながら一里塚、本陣跡、神社、高札を目にし、数か 

所直角になった桝形の路を往事を偲びながら歩き、時にはリーダーの計らいでミカン、柿を 

途中で食するという山行でした。 

 

・１日目 御嵩駅を出てしばらくは普通の町中を歩きます。少し時間が経って空を見上げる 

と、染谷さんがあの雲は雨が降ってくると言うので、思わず”天気予報は傘マーク無しで 

す。″と声を大にして言いたかったのですが流石に長年の山男の感通り 10分位で雨が降り 

出し、青空が見えるのにしたたか傘を濡らして歩くことになりました。 

 途中の伏見宿は木曾川の太田の渡しが通過できない時に逗留することで賑わった所です。 

木曾川の川べりを歩いてしばらくすると今日の宿料理旅館富士に着きました。隣接する距 

離に太田宿中山道会館があり、広くて綺麗な空間の奥では丁度盆栽展が開かれていました。 

 

・2日目 当初予定より 3日目を減らし 2日目を３ｋｍ位多く歩くことに前日の夕方決ま 
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りました。５時過ぎ宿の目の前の堤防の上の散策路へ朝日を見に出かけて渋谷さん達が写 

真に収めてきました。今日も元気に 13人出発です。日曜日でロマンチック街道？脇は化石 

林が続く堤防の上のサイクリングロードを進むと日曜市がありました。ミカン一袋を買い 

求め皆で食べて一息です。前方遠くに山城が見え、後方には恵那山、木曽御嶽山が見えてい 

たようです。 

うとう峠では、両脇の猪の掘り下げた穴が何 10メートルも続きその内マムシ注意の看板 

に驚かされました。岩屋観音は風情があり道路の交通が今ほどでない頃は訪れる人も多か 

ったようです。今渡の渡しは碑が綺麗に整備して立っていました。 

 三柿野駅から電車で新鵜沼駅まで宿へ向かうための乗車中、チェックインには三時前で 

少し早いという事から犬山に住んでいたいつ子さんの犬山遊園駅から徒歩で犬山城へ行け 

るという話にすぐ決まり、国宝犬山城へと。体はへとへと？なのに心は弾ませて行きました。 

 コロナ禍の為天守閣に登るのに人数制限があり、30分以上待ちました。それでも昔は個 

人所有の国宝の城として知られていた天守閣から見る町と木曾川の景色は一日の締めくく 

りにはとても印象的でした。今日は Go Toキャンペーン指定の宿で恩恵を受け予算が助か 

りました。 
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・3日目 ホテルの車で駅まで送ってもらい、名鉄で六軒駅まで移動して出発です。 

ホテルからは白帝城のような犬山城のライトアップが見られました。夏は木曾川で鵜飼が 

行われ、川べりには桜の並木があり春には見事に咲くようです。 

 鵜沼宿から加納宿は中山道でも最も距離が長く、途中は間の宿と呼ばれています。街並み 

も宿場町だった頃の様子を残しています。今回は公園や、三日目のこの日も狛蛙の日吉神社 

や手力雄神社など休憩の取りやすい行程でした。 

 こちらでは金木製がまだ散らずに咲いていたりして、季節の移り変わりは草加近辺より 

少し遅いようでした。途中の無人の店で柿を購入。渋谷さんと鎌形さんが染谷さんと畑野さ 

んからナイフを借りて皮をむいてくださり皆で食べました。 

 犬山城の次に歩いていくうち、又山城が遠くに見えてきて、金華山と岐阜城がもうすぐ岐 

阜駅へと着く道のりである事を感じさせてくれました。 

 無事岐阜駅に着いた後、新幹線に名古屋駅から乗り帰途に着きました。3日間の長い行程 

を 13人全員歩き通すことができました。ありがとうございました。 
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上越の秘境 未丈ヶ岳 
記：山口裕史 

山行日：2020年 10月 31日（日帰り） 

メンバー：L山口裕、鈴木勝、松田弘 

コースタイム：7時間 45分 （休憩 1時間 30分） 

泣沢登山口 6:42 - 7:24 鉄橋 7:34 - 8:34 974mピーク 8:44 - 8:50 松の木ダオ - 10:29 未

丈ヶ岳 11:13 - 12:42 松の木ダオ - 12:48 974mピーク 13:01 - 13:43 鉄橋 13:54 - 14:26 

泣沢登山口 

 

奥只見シルバーラインからシャッターを開け

て登山口に至るという冒険心を掻き立てる未

丈ヶ岳をようやく訪れることができました。 

蛇の山と言われるくらい蛇が多いようですが、

1 匹小さいのに出会ったくらいで、さすがに

気温が下がり活動が鈍ってきたかな。 

 

●前半（駐車場～橋） 

前日までの雨でぬかるみ結構あり。この辺は紅葉が見ごろ。 

橋までの 1時間の間に渡渉が 3回。いずれも 2～5m位の沢で飛石で越えることができた。今

回は水深も浅かったので少しなら沢に入っても靴が浸水するほどではなかったと思われる。2

か所目の渡渉はお助けロープあり。3か所目は両岸とも鎖で下降が必要。2～3か所の沢の間

は若干沢の高巻きっぽい道の付き方で慣れない人はいやらしいか（沢登りしていると普通だ

が）。 

橋がアーチ型？で手すりが無くて写真スポットか。この辺も紅葉がきれいだった。 

  

●中盤（橋～974mピーク） 

ひと登りすると展望の広がる尾根歩きが待っている。この辺からみる紅葉も素晴らしかった。

右手には雪化粧をした越後三山の景色が素晴らしかった。登りやすい尾根道で未丈ヶ岳がイ

イ理由の一つになる道かなと思う。 

ピークから見る未丈ヶ岳の姿も雄大。 
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●後半（974mピーク～未丈ヶ岳山頂） 

少し下降しここから急登りが始まる。登りは結構登り易いなと思ったが降ってみるとこんな

急斜面だったっけと感じる。1200m 付近より前日までに降った残雪が出てくる。雪を想定し

ていなかったので慎重に登った。降りは雪のため数か所怖かったところがあったので慎重に

下った。 

  

 

訪れたかった理由の 1つである山頂直下の金色に染まる大草原。が、なんと前日までの降雪

で雪原になっていた。金色の草原を見るために再訪してもいいかなとも思った。 

  

気になっている毛猛山も遠望出来ました。これこそさらに秘境でしょうがいつか訪れてみた

い山です。あとはスキー場から尾根筋を辿れば雪山での未丈ヶ岳は登頂できそうかなと思い

ました。 
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秘湯 湯沢温泉塔 天然記念物 （日光） 

記：樋渡 義晴 

◆山行日：2020年 10月 31日 

◆山行者：樋渡義晴 

◆コース：駐車場～湯沢温泉塔～駐車場 

 

1908年西沢金山を発見した渡辺渡氏が発見した秘湯。 まずは通行止めの案内版からスター

ト (^^;)・・ 崩落地を越えて 渡渉 14回  

   

美しい紅葉が広がっています。  

     

更に美しい森が・・足が前に進みません・・温泉塔なんてどうでもいいやと・・・ 

     

と言いながらも到着しました！！ 大変だったけどまた来よう！！ テント担いで！！ 
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 八海山 

記 松田 弘一 

山行日 2020年 11月 1日 

メンバー L山口、鈴木（勝）、松田（弘） 

 

コースタイム 

ロープウェイ山頂 8：40～ 浅草岳 10：12～ 薬師岳 10：39～ 千本檜小屋 10：54 

大日岳 12：06～ 八ツ峰迂回路 13：02～ 千本檜小屋 13：36～ ロープウェイ山頂 15：12 

 

未丈ヶ岳、下山後に買い出しをして宿に到着。八海山を見ると山頂には雪がありました。 

明日は登れるのか微妙！？  

宿の方に早めに朝食を作っていただき、しかも無料ロープウェイ券、割引券、GOTO地域共

通クーポン券をもらい、安くロープウェイを使えて良かったです。ロープウェイはコロナの

影響で人数制限をして運行、3回目で乗れました。  

山頂駅に着く、しばらく歩くと雪があり、所々凍結している場所もあるので、慎重に登る、

千本檜小屋から先は八ツ峰、岩場の急登が続くので 3人で相談、行くのか？ 撤退？ 雪も

それほどなさそうので進みます。  

鎖ありの急登、下りの連続でドキドキです。大日岳からの下りは 20ｍほぼ垂直下降、びび

りました。八ッ峰迂回路は片側が切れ落ちた滑りやすいトラバースが続き、危険箇所が随所

にあり、迂回路とはいえ気を抜くことはできませんでした。 

登りで怖かった凍った登山道は解けて乾くか、ドロドロとなり恐怖感は無くスイスイと下

り、泥だらけになり、ロープウェイ駅に到着しました。   
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大小山 （足利） 

記：樋渡 義晴 

◆山行日：2020年 11月 3日 

◆山行者：樋渡義晴 

◆コース：大小山登山口～阿夫利神社～大小山～見晴らし台～男坂～登山口 

 

駐車場に向かって車を運転して行くと遠方の山の中腹に「大小」の文字！！  

   

 

トコトコと歩いていくとあっという間に山頂、でも大小山山頂ではありませんでした。 妙

義山！？  鐘はちゃんと鳴らします。(^^)/  ちょっと歩くと今度は大小山の山頂。 

 

   

下山途中で見晴らし台に立ち寄り「大小」の文字を見上げます。 施工したのは 蔵工業と

いう会社。調べてみたら看板などを製造しているみたいです。 どうやって作業したので見

てみたかったです。 ところで、肝心の「大小」 これは大天狗、小天狗がここに住んでい

たんですね。  
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三ツ峠山（１７８６ｍ）～天上山 
                             記：池本 均 

 

☆山行日：  ２０２０年 １１月８日(日) 

 

☆メンバー  池本 均 

 

☆コース タイム  

   三郷駅５：４０～西国分寺～高尾７：２４～三つ峠駅(富士急行)８：４８－ 

   ダルマ石９：５０－八十八大師１１：３０～３５―三ツ峠山１２：１５～＾３０ 

   －木無山１２：４０～天上山１４：２０～１４：３０―河口湖駅１５：１５～２０ 

   ～大月～高尾～西国分寺～三郷駅１８：４５ 

 

☆費用 ホリデーＳＵＩＣＡパス２６７０円 大月駅～三つ峠駅６９０円 

    河口湖駅～大月駅１１２０円 

 

長い巣籠り状態が続いたので、鉄道と山を楽しむ旅を計画しました。 

コロナ禍の中、新幹線には３回往復乗車しましたが、法事がらみの旅だったので、久しぶりの鉄

旅に心ワクワク。ＳＵＩＣＡに、マイナンバーポイントを６０００ポイント入るので、セブンで

食料を買い込んでも、実質無料の山旅となりました。 

大月を過ぎるまでは、霧がたちこめて視界不良だったのですが、三つ峠駅に着くころには、晴れ

間も視えてきました。大山祇神社あたりの沢沿いの道を、スマホで写真を撮りながら、のんびり

歩く。このあたりは、紅葉が見ごろで、美しい。ダルマ石から八十八大師までは、ジグザグの道

が続き、視界不良で汗がとめどなく出る。一週間前、同級生と川越街道を２０ｋｍ歩いてトレー

ニングしたのだが、ほぼ１年ぶりの山は、さすがにきつい。 

さらにその先の屏風岩には、１０組ほどのロッククライマーが登攀していた。その横を通り抜け

て、富士見山荘を経て、開運山山頂へ。あいにく、ガスっていて、お目当ての富士山は全く見え

ず、無粋な無線設備のアンテナが建っているので、下った四季楽園のあたりで、昼食。寒さと景

色も視えないので、そそくさと木無山を経て天上山へ。ここらあたりは、紅葉を見ながら、落葉

のプレュードを、歩む。右手下には、河口湖が時折、目に入り楽しい。天上山あたりで、富士山

の頭が見え、河口湖畔辺りから裾野も見えだした。 

ハイカーは人気の山だけに、かなりの数がいたが、皆マスクを着けず、挨拶をするので、マスク

警察もいない、気持ちの良い山行となりました。８年ぶりの楽しい単独行となりました。その時

は、笹子登路のロングトレイルでした。 
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日光修験道第 4回 気生ノ宿（日光） 

記：樋渡 義晴 

◆山行日：2020年 11月 8日 

◆山行者：樋渡義晴 

◆コース：駐車場～銭澤不動尊～馬頭岩～気生ノ宿～合峰～千載宿～滝ヶ原峠～駐車場 

 

先ずは銭澤不動尊へ トコトコ。 

   

 

 

紅葉の稜線を歩きます。 トコトコ。 

 

   

    

 

今回は無事馬頭岩、気生ノ宿そして千載宿を訪ねる事が出来ました。 秋の優しい光に照ら

された仏様がおわしました。  また来ます (^^)   トコトコ。 
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晩秋の奥武蔵 気になるウノタワへ 

記：山口裕史 

山行日：2020年 11月 14日（日帰り） 

メンバー：山口裕 

コースタイム：5時間 50分 

名郷 8:10 - 8:45 横倉林道起点 - 9:06 妻坂峠 - 9:54 大持山の肩 - 10:05 大持山 - 10:10 

- 10:15 横倉山- 10:25 ウノタワ 10:30 - 10:40 天神山 - 10:56 鳥首峠 - 11:24 滝入ノ頭 

- 11:40 しょうじくぼの頭 - 11:44 ヤシンタイの頭 - 12:00 橋小屋ノ頭 - 12:24 蕨山 - 

12:46 藤棚山 - 13:07 大ヨケノ頭 - 13:36 名栗金比羅山 - 13:41 金比羅神社跡 - 14:00 

さわらびの湯 

 

以前から気になっていたウノタワという地名。場所は大持山から南に鳥首峠に行く途中で、

奥武蔵の地図で歩きたいルートを探している時に見つけました。調べてみると紅葉の季節の

ウノタワが美しく魅了され機会があったら行ってみようと思っていました。ちょうど予定が

空き、例年なら紅葉が見ごろの週だ

ったので一人で足を運ぶことに。 

通常ならウノタワ～鳥首峠周回コ

ースが歩かれていますが、大持山を

経由して、下りはさわらびの湯まで

降りる 19ｋｍのロングコースで歩き

ました。ウノタワに到着したら、既

に紅葉は終わっていました。が、そ

の雰囲気はやはりただの場所じゃな

いようです。周辺は全て枯れ葉と土

なのですが、なぜか緑の草がそこだけ生い茂っています。紅葉満開なら赤と緑のコントラス

トが映えで素晴らしいだろうに…と、大変残念でした。来年は紅葉最盛期に再訪したいと思

ってウノタワをあとにしました。 

で、今回一番良かったのが鳥首峠からひと登りしてからの稜線歩き。ススキの原が広がっ

ていて、奥多摩の山々の展望が広がっています。人も少なくて、気持ちよい稜線歩きを堪能。

その後、有間山から蕨山を経由してサ

クッとさわらびの湯まで無事下山しま

した。 

これで奥多摩から秩父のウノタワ区

間の稜線も繋がり、低山ながらも満足

の山行でした。奥武蔵はやっぱりイイ

ッス。次回は名郷から武川岳の尾根を

登り芦ヶ久保から武甲温泉まで歩こう

かな。 
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仙人ヶ岳                            記:井上隆則 

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

【山行日】２０２０年１１月１５日(日)  

【参加者】殿塚洋一、村上綾、森花江、井上隆則  

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

殿塚さんに車を出していただき仙人ヶ岳に向かいました。岩切登山口から登り始め、しば

らく登った後アップダウンが交互に続いて面白い山だなぁと思いました。そして、少し岩場

もあってヒヤヒヤしながら登っていきました。途中登りきった所で食べたハムのサンドイウ

ィッチの味は格別でした。 

この日は天気がとても良かったこともあり、紅葉の山の景色を楽しめました。登る人の順

番を変えて、みんなとおしゃべりしながら登っていきました。とても楽しかったです。下り

ではロープが張ってる所がいっぱいあり、下り方の勉強になりました。山に登った後の日は、

何日か絶好調になるのもすごい事だと思いました。 

殿塚さん運転お疲れ様でした。殿塚さん、森さん、村上さんお世話になりました。ありが

とうございました。 
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高尾山 
                               記：畑野 順二 

◆山行日：2020年 9月 4日（金） 

◆山行者：畑野じ 

◆コース：高尾山口 6:50－高尾山 8:26－高尾山口 9:05 

 

５ヶ月ぶりの山行で、気軽に行くことが

できる高尾山にしました。 

登りは、稲荷山コースです。どう見ても

私より年齢が上の登山者にも次々と追い

抜かれ、山頂までの最後の階段では、ヘ

トヘトになりやっと着きました。 

下りは、６号路です。山頂からの急な階

段が疲れました。その後は、沢沿いの登

山道で、久々に見る光を受ける、木の緑の葉をみて懐かしくなり、水の流れる音に癒され下

山しました。 

サブちゃんも、新型コロナウィルスの感染防止にガンバってます。 

 

鍋割山 
◆山行日：2020年 9月 10日（木） 

◆山行者：畑野じ 

◆コース：大倉 8:00－堀山の家 10:45－金冷シ 11:07－鍋割山 12:00－後沢乗越 13:00 

     －二股 3:35－大倉 14:40 

 

泊りで立山か尾瀬ヶ原に行きたいが、天気が悪く諦め、鍋割山に行ってきました。 

コースタイムが 6時間 45分で歩けるか心配です。 

一人なので、きつくなれば、途中で引き返そう。 

9月中旬になるが、まだまだ暑く、熱中症が心配です。 

いつもは、飲み物 500mlを 2本持って行くが、今回は 3

本で下山までに全て飲みました。 

下山後、登山 熱中症で検索すると、 

必要水分量（ml）＝体重（kg）×行動時間（H）×5（ml）

＝60×7×5＝2100（ml） 

７～８割を行動中で摂取。 

やっぱり、今までは、絶対水分の摂取不足で、下山後にがぶ飲みしていた。 

なんとか予定通り、歩くことができて、軽い荷物なら何とかなりそうだ。 

でも、北アルプスにいくなら、荷物が重たく、まだまだ心配です。 
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           別山        記：畑野順二 

◆山行日：2020年 10月 2日（金）‐3日（土） 

◆山行者：畑野じ 

◆コース： 

 10/2 室堂 10：00-10：35雷鳥沢キャンプ場 11：50-別山 13：50-雷鳥沢キャンプ場 

    15：56 

 10/3 雷鳥沢キャンプ場 6：30-室堂 7：25 

涸沢の土曜日は、大変混雑する。せっかく北ア

ルプスに行くので、涸沢の前に立山に行くこと

にした。 

2 年ぶりのテント泊の山行で荷物が重く、少し

歩くと太ももが悲鳴を上げだし、やっとのこと

でテント場に着く。 

まだ、早いので剱御前小屋まで行くことにした。

コロナ禍で、9 月に 2 回山に行っただけで、荷

物は軽いが少し歩くとキツイ。 

計画は、雷鳥沢キャンプで 2泊して、立山に行く計画だったが、中止し本番の涸沢の為、 

体力温存で 1泊した。 

まあ、剱岳が見れたので満足です。 

 

涸沢 

◆山行日：2020年 10月 4日（日）-7日（水） 

◆山行者：畑野じ 

◆コース： 

 10/4 上高地 5：30-横尾 8：20-本谷橋 9：25-涸沢 11：40 

 10/5-6 涸沢（ボートしていてチコちゃんに叱られそう） 

 10/7 涸沢 7：50-本谷橋 9：25-横尾 10：35-上高地 13：25 

10/4 やっぱり、荷物が重く涸沢まで無事に

着くか心配で、ゆっくりと歩いて行く。 

何とか、12時前に涸沢に着くことが出来た。 

テントの下にひくコンパネを借りる事が出来

て、快適なテント生活になる。 

昼過ぎから、雨になり、夜には大雨と強風で、

怖かった。 

10/5 起きるとまだ雨が降っている。朝食後

に雨が止んでよかった。でも一日曇りで、涸

沢に太陽の光が当たらずガックリ。 
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10/6 朝 5：50頃に赤く染まるが、すぐに雲が

出てくる。あ～あ～今日もダメかなと思ってい

たら、昼前に急に晴れてきた。 

先ずは、テント場から少し登った所で撮影し、

た。 

次に着いた時は、枯れていた涸沢池だが、10/4

雨で池に水がたまり撮影に行く。 

でも、残念ながら池には、写ってない。 

屏風の頭方面に 15分ぐらい歩いた所まで行き、

涸沢全体を撮影した。 

涸沢小屋で、昼食のカレーを食べて上部に登り

撮影した。 

大満足。 

夜になり、樋渡さんの素晴らしい星の写真を見

せて頂き、自分もと思い撮影するが、まったく

星が撮れない。 

ISO を変えたり、シャッタースピード・絞りな

どを変えて撮影するがダメだ。 

家に帰り、YouTubeで星の撮影の方法で検索して勉強しよう。 

10/7 朝から天気が良い。天気が良いのは今日までで、明日は雨になる予報なので、しかた

なく下山した。 

 

御岳山（ロックガーデン） 

◆山行日：2020年 11月 6日（金） 

◆山行者：畑野×2・森は・小林い・殿塚・芳野 

◆コース：ｹｰﾌﾞﾙカー上 7:40-武蔵御嶽神社 8:20-長尾天望台-七代の滝 9:30-綾広の滝 

     10:48-ｹｰﾌﾞﾙカー上 12:00 

 

御岳山（ロックガーデン）の紅葉がきれいそうなので、行ってきました。 

コースタイムは、2時間 30分でノンビリ歩くこ

とにしました。 

青梅の天気予報は、晴ですが曇りで残念。最後

にやっと太陽が出て、綺麗な紅葉を楽しむこと

が出来ました。 

下山後に奥多摩湖の紅葉も綺麗でした。 
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   フリークライミングいわき湯本青葉の岩場・奥多摩天王岩 

L:長田 一樹 会員外 

 

11/8青葉の岩場 P8：30→終日フリー→青葉の岩場 P16：00 

 

11月はいつも行く場所に悩んで、結局フリーというパターンが毎年なので、年に数える程度

のフリーの岩場へ、毎週ジムに行ってはいるが年に 2,3回の外岩フリー、しかも行く場所バ

ラバラではグレードの更新もままならず。。。 

 

温かいいわき湯本で温泉と宴会付きフリーに誘われたので行ってきました。 

前夜泊の湯の岳山荘の宴会で、他のグループの人達とも盛り上がり呑み過ぎて結果、酷い二

日酔い（汗）宴会も目的の一つだったから良いのですが、あまり学習しないのは自分でも如

何なものかと反省… 

 

青葉のドスラブ左右 5.8＋：再登両方とも RP 

こだぬきぽん 5.8＋：再登 RP 

モー君 5.9＋：再登 RP 

ぶたぶた子ぶた 5.10a：再登☓（前回 OS） 

ここで前回オンサイトしていた 10aが登れず意気消沈。アルコール臭いと言われたので、 

酒気帯び登攀を反省して、しばし休憩しつつトップロープで遊ぶ 

ゴリラ 10bTR：ムーブが解らずデッド気味にチャレンジしたが解決せず、同行者はリードの

デッド右手取り両足ブラで強引に解決する。後日 You Tubeでムーブ確認すると違っていまし

た（笑） 

その後、新しく出来た北のエリアに移動して終日クライミング、トポはコチラにあります。 

http://石城山岳会.jp/wp-content/uploads/aoba_north.pdf 

青葉のクラック 5.7：MOS 

幸せのネコ：5.10a：MOS 

春キラキラ Var5.10a：MOS 

メピリカ 5.10c：☓ 

 

暗くなってきたので終了して、さはこの湯で汗を流して、海幸で魚介～♪と思っていました

がコロナの影響か人気が出た為か？予約無しでは入れませんでした。。。近くの地元の人で賑

わっている居酒屋にてノンアルビールでつまみにご飯付けて無理やり定食にしてもらい、お

腹いっぱいにして帰路につきました。 

 

コロナの影響もあるのに他県から来たクライマーにもフレンドリーで、開拓された方々や登

られているローカルのクライマーに愛されている岩場だなぁと感じました。 

 

 

 

http://石城山岳会.jp/wp-content/uploads/aoba_north.pdf
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11/15 十里木無料駐車場 8：00→8：20天王岩→終日フリー→14：30十里木無料駐車場 

 

週末に掛けてドタバタしてしまい、山行の下調べも用意もできなかったので消去的選択でフ

リーにとなり、行った事の無い天王岩に行ってきました。 

 

国際ます釣場の駐車場は度重なるクライマーとのトラブルで（とはいえ他人から見れば自分

もクライマー）、今は駐車もトイレの利用も出来ないので要注意です。また河原に降りての休

憩や飲食も禁止ですので行かれる際は注意して下さい。上の岩場は人が多過ぎたので下の岩

場からスタートする。 

 

下の岩場 

ヒトリシズカより右側は 100岩のボルト数とかなり違っていたのでルート名が？？ 

鼠小僧？小便小僧？5.8、5.8＋：MOS アップで登ったが岩が冷えていたからか？難しく感じ

る 

ちいせみ 5.8：MOSこちらの方がアップ向け 

つゆしらず 5.9：MOS強引にも登れるがムーブ解るとフリーっぽくスムーズ 

サンコウチョウ 5.10a：MOS 上部の被りが核心、足で張ってガンバ 

クラックジョイ 5.9：MOS 名物ルートなのとアップにも向いている為、混んでいたので空い

てからお触り、フレークを使って登る、高度感が気持ち良い（ココは上の岩場です） 

ノーリー5.10ｂ/c：☓TOワンテン 星付きルートでヌンチャクがかかっていたので断ってお

借りして登る、6 本目で腕が張っていたので勿体無かったが面白いルートでした。上部で左

に行くとダメ！ 

 

上の岩場のあまりの混雑ぶりとルート占有に嫌気がさして早々に切り上げる、トップロープ

が悪いとは思わないが、グループで来て何ルートにも掛けっぱなしでムーブばらす為にグル

ープ内で延々と交互に登るのはマナー違反では無いかと？前回の青葉の岩場が良かったから

か？余計にそう感じてしまい残念でした。 

 

フリーにもフリーの良さがあるのですが、やはりこれだけ蜜だとアウトドアとは言え、何だ

かなぁという感じでした。 
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丹沢主稜（１５６７、１６７３M） 

                                 記：出口栄子 

 

日  時：2020年 11月 15,16日 

メンバー：L出口栄子 

コース ：草加駅 5:25-北千住駅-代々木上原駅-秦野駅 7:44発バス ヤビツ峠行き乗車 

     8:32ヤビツ峠バス停着 8:50出発-二の塔 10:00-塔ノ岳 12:45－丹沢山 14:30 

  2日目 丹沢山みやま山荘（1567M）6:45出発-蛭が岳（１６７３M）8:45-臼が岳- 

青が岳山荘 12:20‐12:50檜洞丸休憩-園地-ゴーラ沢出会い-車道-西丹沢自然教室 

バス停 15:00着 15:40発バス利用-新松田駅 新松田駅-代々木上原駅-北千住駅- 

草加駅 

 

 丹沢は、鍋割山の鍋焼きうどんを朝の９時に食べて金冷やしまでは行っても塔ノ岳へ行 

かず、11時には二俣に停めた車に乗っているという事を息子とやったのが５年近く前。会 

に入り少し山を知り、今回は丹沢山と最高峰蛭が岳に登ろうと考えました。 

朝出発して秦野駅のバス停には日曜日で電車から降りると既に 100人以上どこが列の最 

後尾か不安になる位の人出でした。案の定臨時バス２台が出ても合計３台のバスに乗りき 

れず次の便の人達が 100人位は残っていたようです。私はやっと最後の三台目に立席で乗 

れました。ヤビツ峠のバス停からは大山に向かう人が多く、更に塔ノ岳やその前の二の塔や 

三の塔で休憩を取り日帰りする人が殆どでした。二の塔で見えた富士山も塔ノ岳辺りでは 

霧だらけになり、寒くて霧だらけのままその日は丹沢山のみやま山荘に着きました。15人 

程の宿泊客でしたが私と同じコースはあまりいない事を知りました。 
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2日目は天気が良く蛭が岳の途中の尾根からの富士山を昨日と違い眺めることがかない 

ました。富士山は見る山、雪を頂いてとても綺麗でした。蛭が岳からの下りはぬかるんで 

いる上に山道が細く急坂で、滑落注意の看板が何枚も出ていました。 

上っては下るの繰り返しで檜洞丸山頂近くの青が岳山荘で 600円のコーヒーで一息入れ 

ました。昨日の宿泊客は 1人だけだったそうです。檜洞丸の山頂は 10人を超える人達が 

月曜日でしたが休憩するのを見かけました。しかし山小屋へ下って食事する人はいませ 

んでした。この後しばらくしての山道の紅葉と、バスに乗ってから眺めた紅葉は期待通り 

の美しさでした。落ち葉で滑りやすく難儀したうえにゴーラ沢の付近等確かに迷いやす 

く、やはりゆとりを持っての計画は必須だなと思いながら単独行を終えました。 
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                  丹沢山       畑野 順二 
◆山行日：2020年 11月 19日（木）-20日（金） 

◆山行者：畑野じ・大門・新島 

◆コース： 

11月 19日 ヤビツ峠 9:05-三ノ塔 10:55-新大日 12:40-塔ノ岳 13:25-丹沢山 14:40 

11月 20日 丹沢山 6:45-塔ノ岳 8:00-金冷シ 8:20-堀山の家 8:35-大倉 11:10 

 

代々木上原駅で、丹沢・大山フリーパス（1,560

円）を購入する。 

電車もバス乗れて、お得です。初めて知りま

した。 

秦野駅からヤツビ峠へのバスは、平日なのに

何で、こんなに多いの？臨時便もでました。 

ヤツビ峠に着くと、ほとんど登山者は、大山

へ行かれて、丹沢方面に登るのは数人でした。 

車道を 30分ぐらい歩き、先ずは三ノ塔をめざ

します。紅葉がきれいです。 

三ノ塔に着き、休憩所で休憩し、塔ノ岳へ行

くが、アップダウンが多くキツイ。 

天気は、周りは晴れているが、丹沢山だけが

曇っている。あ～あ～ 

丹沢山に着くころには、ポツポツと雨？ 

何とか、雨具を着ることなく、丹沢山のみや

ま山荘に着き、先ずは、ビールで乾杯。 

楽しみしていた夕食だ。 

エ！！ 焼肉でないの。でも、とても美味

しく、せっかく登山でカロリーを消費した

が、それ以上に食べてしまいました。 

朝食は、炊き込みご飯で、食べ過ぎです。 

朝焼けが、見えたが、すぐに雲がかかる。 

蛭ヶ岳に向かうが、風が強く飛ばされそうだ。 

急に計画を変更し大倉へ下山することにした。 

また、来年でも丹沢主稜を挑戦しよう。 
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桜山・城峯公園 
記：兼堀 善和 

山行日  Ｒ２．１１．２１ 

参加者  Ｌ兼堀善 兼堀恵 木原 澁谷 杉山 畑野仁 松田武 出口 

コース  桜山公園散策コース二時間 

 

今回の桜山は冬桜を見たくて、二か月前から計画した山行であったが、好天に恵まれて薄

紅色の冬桜とモミジの紅葉が素晴らしかった。 

 当初は久々沢駐車場利用して下から登って行く予定であったが、駐車場見つからずやむな

く桜山公園の第一駐車場を利用して、桜山公園散策コースを行く事に変更した。 

 第一駐車場から二時間かけて、まずは日本庭園から展望台に行き、山頂の道を通って桜山

山頂に、南斜面の冬桜が綺麗、そこから東屋まで下がってロウバイ園へ、ロウバイの蕾がけ

っこうついていて１２月が楽しみ、火気厳禁だが忘年山行にも適していると感じた。 

 ＊桜山公園の冬桜は 2度咲きの冬桜で国の名勝及び天然記念物に指定されている。 

時間があったので序に城峯公園の冬桜も鑑賞する事に、ここも薄紅色の冬桜とモミジの紅葉

が素晴らしく、モミジ絨毯の上でしばしマッタリとした時間を皆で楽しんだ。 

 ＊城峯公園の冬桜は、別名十月桜と呼ばれている珍しい八重の花を咲かせる。 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 

 

三峰山 （栃木） 

記：樋渡 義晴 

◆山行日：2020年 11月 21日 

◆山行者：樋渡義晴 

◆コース：御嶽山神社駐車場～奥の院～三峰山～御嶽山神社駐車場 

 

伝 812年空海上人が開山されたという御嶽山神社の拝殿脇の石段を登って行きます。 

   

 

杉木立の中を進んで行くと清滝があり不動尊が祀られています。祠や石塔が数多 驚く程で

す。そして更に進むと奥の院へ到着です。 

   

 

ここから向きを変えて三峰山へ向かいます。 何やら愉快なタヌキにちょっと癒やされ山頂

に着きました。  

 

       

    

神社に戻ると住職様が庭の手入れ 辺り一面に散った銀杏の葉っぱを片付けておられます。 

とそこにはもちろん 銀杏の実！！ 頂いてよろしいでしょうか、と言ったら快諾頂きせっ

せと拾いました。 300個ぐらいはあるかな 豊かな秋の実りです。 (*^_^*) 
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荒船山 

 記：土屋玲子  

 ■ 日程 ： 令和 2 年 11 月 22 日（日）  

 ■ メンバー : Ⅼ殿塚 ・ 森（は） ・ 遠藤 ・ 村上 ・ 土屋   

■ コース ： 獨協大学前 5：30 → 内山峠 駐車場 8：10 登山開始 → 艫岩 

10：00 → 山頂 10：40 （休憩） → 13：30 駐車場   

11月の末とは思えないくらいの暖かい日が続

いているここ数日。群馬県と長野県をまたぐ荒船

山に出発。着く前は前後に走っている車もいなか

ったので、「私たちだけかね？」などと話してい

たのに登山口である内山峠に着いたら驚きの車の

数。20台程度の駐車場はすでに満車でありみなさ

ん路肩に停めている状況。人気の山なんだね、と

皆でびっくり。  

思っていたより寒くみんなで着込んで出発し

たが数十分歩くと、日が出て暖かくなり脱いだり

着たりの連続。紅葉は終わっていたが、気持ち良

い登山道である。 

何度かアップダウンを繰り返し、艫岩の展望台

に到着。お天気も良かったので浅間山が目の前に

どーんと見られ、遠くには北アルプスや八ヶ岳の

山々を見ることができた。切り立った断崖からの

景色は壮大であった。ここから 40分程度で頂上

に到着。風もなく穏やかであり、ゆっくり昼食。 

そこからはピストンで駐車場まで戻りました。 

荒船山という名前から険しい山道なのかと想像

していたが、途中はハイキングのような平らな道

が続いて楽しく歩けた。荒波に漂う大型船のよう

な山容から名づけられたとのこと。これからは遠

くから見てよくわかるな。  

下山後、温泉に行く途中、蕪川という川に沿っ

て車を走らせていたがここが紅葉ロードといわ

れており、見事な紅葉の紅葉が見られた。最後に

おまけ付き、とても素晴らしかった。計画、運転

をしてくださった殿塚さん、ありがとうございま

した。 
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天狗山ダイレクト 

L:長田 一樹 会員外 

 

11/22馬越峠駐車場 7:30→8:45岩場取り付き 9:05→10:50下部岸壁終了→岩稜帯歩き（含む

大休止）→11:20 上部岸壁取り付き→上部岸壁終了 12:40→12:55 頂上休憩 13:30→14:30 馬

越峠駐車場 

 

やはりフリーより頂上に抜けるマルチピッチ

が良いなぁと思い、長野川上村にある天狗山

と山梨瑞牆山のバリエーションルート 2本行

ってきました。 

 

というか実は天狗山大ダイレクトは一度駐車

場まで来てハーネス忘れて登れず（汗）代替

え案で瑞牆山のバリエーショーンルートの取

り付きを偵察に行った際の組み合わせです

（笑） 

 

取り付きまでは一時間ちょっと、枯れ葉で不

明瞭な所がちょっとあったが、然程迷わず到

着。 

風が強いので防寒して登攀準備して登りだす。 

 

1PⅢ級：相方リード階段状だが苔っているの

で慎重に木で支点を取る、終了点も木 

2PⅣ級：トポでは 1P 目が 40ｍとあったので、ここはまだ途中では無いかとなって相方が延

長で登ってしまう、木が生え崩壊している乗り越す所が核心。ムーブ云々は無く脆いの核心 

3PⅢ級：自分リード 階段状、若干脆い、木で支点を取るが取り過ぎるとロープが重くなる 

4PⅣ＋級：自分リード クラックが見えるが、途中から若干左に出てリッジを登る、クラッ

クにカムで支点取れます。終了点は木 

5PⅡ級：ここで下部は終了一旦ロープ解いて靴も履き替えて上部岸壁へ歩く 

6PⅣ－級：自分リードチムニー右側から登る左壁にハーケンあり右壁のハーケンは浅いので

注意 

7PⅣ－級：相方リード 10ｍのフェイス残置無し 

8PⅡ級：靴の履き替えとロープ解除が面倒になったのでクライミングシューズのままコンテ

で移動 

9PⅤ－級：自分リードハンガー二箇所ありますが、2本目取り損なったらグランドです。 

10PⅤ－級：相方リードハンガー1、出だしチョットきつい、右壁脆いが上手く使うと○ 

11PⅢ級：自分リード簡単なスラブ 
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12PⅠ級：ロープ解除してリッジ

歩き途中から登山道のような踏

み跡を歩いて頂上へ 

 

風が強くて若干寒かったのです

が、太陽が出ていたので日向に

いる限りは過ごしやすかったで

す。かなり脆い部分があるので

スッキリとしたルートとは言い

難いですが、読図、ルートファ

インディング、カムや木での支

点・終了点作成など色々と勉強

になる良いルートでした。 

天狗山頂上は以前登った男山と

の縦走路もあるようでハイカー

の方々で賑わっていました。 
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瑞牆山トムソーヤの冒険 

L:長田 一樹 会員外 

 

11/23 瑞牆山駐車場 7:30→9:35 岩場取り付き 10:05→11:10 下部洞窟終了→小休止→11:40

だるまフェース基部大休止→12:10だるまフェース右クラック 12:40→上部フェース→13:55

頂上（大休止）14:30→15:00 取り付きザックデポ地点ガチャ分け 15:10→16:40 瑞牆山駐車

場 

 

瑞牆山本峰のバリエーションルート

で、トムソーヤの冒険と言う何とも

楽しそうなルート名に惹かれて行っ

てきました。正式名は瑞牆山本峰・

南壁下部左岩峰洞窟ルート～下部だ

るまフェース～上部フェース継続と

言うらしいです。本来、だるまフェ

ースは人工登攀で左のシンクラック

らしいのですが右のクラックをナチ

ュラルプロテクション（道具を使い

ますが回収出来て岩を傷めない支点

です）で登ってきました。 

 

カム一式とロープにクライミング装備を背負っての登りは久しぶり過ぎて途中で嫌になりか

ける（汗）休むと歩きたく無くなるので、休まずに取り付きまで通して歩く。取り付きでジ

ャミング（岩の隙間に手を入れて登る方法です）用のテーピングを両掌に貼付け、ザックを

1つに纏める。リードは空身でフォローが背負って行くスタイルです。 

トポらしいものが無いのでグレードは不明？登山大系にはありましたが実際に登ってみると

グレードは？？？ 

 

1P：15ｍ体感Ⅲ級 OS、相方

リード、クラック使って登

るより、木を使って登る人

が多いようなので木を使っ

て登るが木は滑りやすい

（笑） 

2P：15ｍ体感Ⅴ級 OS、自分

リード、ヘッデン装着して

いざ洞窟の中へ！！オフウ

ィドスのワイドクラックと

かバック and フットのチム
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ニー登りとあったが足で張って立体的にも登れるザックは邪魔！カムは#5 か#6 は必須で

す！！ 

3P：CS5ｍ体感Ⅴ級 OS、相方リード、奥に行くのか？手前なのか？悩みます。手前ってココ

かよと（笑）一手悪いのとやはり 3D的な登り、ココもザック背負っていると邪魔 

 

ココで南壁下部左岩峰洞窟ルートは終了、だるまフェースまではⅢ級くらいの登りです。念

の為ロープ出して 2P、若干時間かかったのと連日の登攀の為か？相方の消耗が激しいのでだ

るまフェース手前のテラスでゆっくり休憩する。だるまフェースを覗きに行くと白い花崗岩

が青い空に生えて格好良い！！クラックが二年ぶりなので緊張してくる。樹林帯から日溜り

の白い花崗岩の上に移動してスタート！左上する横クラックから縦クラックに移動するとク

ラック内部がガタガタで結構登りやすいが、反面カムを上手く効かせるポイントは思ったよ

り少なそうなので慎重にカムを決めようと思い直す。 

 

4P：5.8クラック 自分リード無事オンサイト出来て満足 

 

上部フェース継続は岩稜帯歩き

みたいな感じだったのでロープ

仕舞うか悩みましたがソコソコ

3 級くらいはある感じなのと落

ちたらほぼ確実に死ぬので出し

たまま登るが、花崗岩で傾斜も

緩んでいるためロープが流れず

一苦労（汗） 

だるまフェースのクラックで更

に消耗した相方に美味しそうな

部分を譲ってみたが、今ひとつ

だった模様、かなり疲れている

なと感じて最終ピッチは引き受

ける。 

 

頂上から覗き込んでいる登山者に挨拶して頂上に向かう、最後頂上に抜ける所がワイドで体

を持ち上げるのに若干苦労する。山頂導標を終了点にして相方を引き上げて終了！！ 

 

軽く食べて、デポしたザック引き上げに降りてガチャ分けして、駐車場へ降りる。 

ヘッデンを点けての洞窟内の登攀に木登り、白い花崗岩のクラックに高度感、確かに冒険的

要素が詰まった一本で楽しかったです！！ 

 

ココの所、忘れ物して登れなかったり、ルートミスして取り付きまでも行けなかったりで散々

でしたが久し振りの歩いて登ってからの頂上！テンション AO無しで、二日間共満足度が高い

山行でした！アフター登山は増冨鉱泉でお風呂入って、十兵衛でロースカツ定食 1200円税込

みを食べて戻りました。こちらも大満足でした！！ 
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三国第一山 （宝珠花 埼玉） 

記：樋渡 義晴 

◆山行日：2020年 11月 23日 

◆山行者：樋渡義晴 

◆コース：自宅～三国第一山 （富士塚）～自宅 

 

宝珠花にある三国第一山に登って来ました。 アプローチはとても長いです。約 9㎞約 2時

間 でも道迷い・滑落の心配は全くありません。 自宅から歩いて行くだけですから(^o^)  

江戸川に近い宝珠花神社に着くと一目でわかります。 見事な山容！ 

  

山門をくぐり登山開始です。 ちゃんと五合目 そしてさらに進むと八合目の標柱。 そし

て山頂に到着。 見晴らしも良いです。 （残念ながら本物の富士山は雲で見えませんでし

た） ちなみに登山口から 1分半かかりました！ 

  

下山しようと思ったらなんと裏側に下山路が二つもあります。 実に丁寧な造りでした。 

  

来歴を読むと、天保 4年（1833年）村の方々が富士山登頂 121回（これは凄い！！）を記念

して奉納されたものであると記されています。 自動車も電車もなかったあの時代に、何人

の方が行かれたのかは分かりせんが、121回もこの埼玉東部の地からはるばる富士山まで歩

いて登られたことに感動します。五合目まで車で行って日帰りしてくる私とは別物ですね。 

  

富士講の思いを感じます。 現存している中で最古の富士塚は千駄ヶ谷の烏森八幡神社にあ

ります。 春は境内の桜も綺麗です。 （※ 将棋の好きな方はご存知かと思います。あの

「将棋堂」がある所です） 

  

今年は富士山には登れませんが身近な所で気分を味わって来ました。 
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＜＜山行報告文の基本事項＞＞ 
 

１．山行報告文の内容 

  山行日・参加者・コースタイムを必ず記載する。（紙・電子文共通） 

 

２．パソコン作成の基本事項 

①ＭＳ Ｗord(ワード)を使用して作成 

②用紙サイズ：Ａ４サイズ タテ 

③余白設定：上下左右２５ｍｍ 

④文字設定（本文）：ＭＳ明朝 １１ポイント 

見出し（タイトル）は自由書式にて作成 

 

         

 

＊＊＊ 編 集 後 記 ＊＊＊ 

 

一年前、こんな事態になるなんてちっとも思っていなかった。いろんな葛藤 

や迷いを持ちながら、私はクライミングに行く。医療、介護の現場にいる方々に本

当に申し訳ない、と思いながらも、登ることをやめられない。 

これまでも山にいるときに切ない気持ちになることもあったけれど、今はさら 

に、複雑ないろんな思いがぐるぐると胸のなかを去来する。 

 けれども、一方で、頭の中はクライミングのことでいっぱいという私がいる。 

こんな自分をばかだなー、と思いつつ、まだまだ岩と壁ともっと仲良くなりたい    

と思い続けている。 

 


