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御堂山 （みどうやま）        

                                記：平野祥子 

山行日  2020.11.29 

メンバー L 鈴木（廣）、渋谷、大門、森（花）、平野  計 5 名 

コース    独協学園前西口 6：10 発～西牧関所跡駐車場 8：20 着      

     8：30 西牧関所跡…10：00 じいとばあ分岐…10:20 じい岩ばあ岩《天望～昼食》 

     11：20 発…御堂山分岐…12：00 御堂山山頂…12:20 下山…駐車場 14:00 着 

 

 朝から天気もいい関越道から上信越(下仁田)で降

り今日の山行が楽しみでした。 

 西牧関所跡からゆるやかな林道を足の状態を確か

めながら歩く。小さなミノ滝がありちょろちょろと流

れていた。滝の右側から先に進む。川口から来たとい

う女性達と抜きつ抜かれつしながらじじばばの分岐

に着く。彼女たちは分岐から山頂へ。私たちは名前が

気になるじいとばあの岩へ。分岐からはこわいという

よりみんなに遅れないように三点歩行で注意しなが

ら進んだ。このルートは戻る時の方が怖かった!!雨が

続いた後は特に注意が必要だと思う。 

 西斜面を巻きながらじいとばあの岩峰に到着。広い見晴台があって更に上にも広い見

晴台があって、すごく不安定なかたちで 2 本の岩峰がニョキ、ニョキと目の前にありま

した。「ばあ岩」は、ばあちゃんの顔に似てる。いい命名だと思った。どんな時間を経て

このように上手くバランスを保っていられるのか～ふしぎでした。 

 近くの鹿山、荒船山、噴煙をあげている浅間山など周りの山々が見られた。景色と早

めのお弁当を楽しみながら、一時間ほどゆっくりこの空間を堪能した。 

 分岐に戻り御堂山へ。高石峠分岐から急斜面にロープが張ってあった。晴れの日が続

いてたので土が乾いてサラサラでロープは助かった。御堂山の山頂は小さな板に山名が

書かれたのがあっただけでした。木々のあいだから妙義山の山容

が見られた。 

 下山は往復しないで破線をゆく。本宿分岐から涸沢に入ると、

後は木々に付けられたテープを頼りに進む。あまり歩いている様

子もなく 5 人でテープを探しながら下へ下へと沢を進み、滝の所

で地図を広げて「5m 滝 右岸を通れる」を確認し通過して作業

道に出た。姫街道の下宿に出て駐車場へ下山しました。 

下山後は道の駅「しもにた」で買物。朝高速から見た城は牛臥山

自然公園で城内は資料館と展望台でした。閉館時間ぎりぎりで 3

階の展望台を一回り!!春に桜が見事だそうですよ。久々の山行を皆さんと御一緒させて

頂き楽しい一日を有難うございました。  
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山行実績表令和 2 年 12 月～令和 3 年 2 月       リーダー部機関紙部 

  

 

  

山行 日程 山岳名 L 参加者 

個 12/6 荒船山 兼堀よ 石井ふ、畑野ひ、渋谷、兼堀え 

個 12/6 檜洞丸周回 長田  

個 12/6 千部ヶ岳 樋渡  

個 12/12 荒船山 樋渡  

個 12/16 石割山道志 浅井ゆ 浅井て、浅井ゆ、兼堀よ、土屋 

個 12/20 三つ峠 青木し 浅井て、浅井ゆ、兼堀よ、宮澤、三隅 

個 12/26 三床山 樋渡  

個 12/26 茅ヶ岳 鎌形 土屋、村上、遠藤 

個 1/2 竜ヶ岳 樋渡  

個 1/3-4 八ヶ岳 IC 長田 会員外 

個 1/4 大小山 浅井ゆ 浅井て、小林、兼堀よ、福田、出口、

鈴木ひ、斎藤 

個 1/8 愛鷹山 畑野じ 兼堀よ、森は、浅井ゆ、井居、浅井て 

個 1/10 蓼科山 石川 会員外 

個 1/11 鶏足山焼森山 樋渡  

個 1/11 鍋倉山スキー 長田 会員外 2 

個 1/17 天狗山 樋渡  

個 1/26 高尾山 小林い  

個 1/30-31 丹沢 青木し  

個 1/31 スッカン沢氷爆 樋渡  

個 2/11 前武尊スキー 長田 会員外 3 

個 2/12 岳ノ山大鳥屋山 樋渡  

個 2/17 尾出山 樋渡  

個 2/21 鶏鳴山 樋渡  

個 2/21 神楽中尾根北斜

面スキー 

長田 会員外 

個 2/27 不動岳 樋渡  

個 2/27-28 金峰山 青木し  
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コール 

井居奈美 
  

2 年前に 85 歳で他界した父に山の趣味はありませんでした。私がまだ幼かった頃から渓

流釣りが好きで、休みの日には（時には仕事の前にも）暗い中ゴソゴソと出かけていっ

たものです。昼前には帰ってきて一式を洗ったり釣った魚を冷凍したり、そして午後は

テレビの時間です。 

 当時はもちろん録画できる環境など無く、釣りの番組でテレビを独占されてしまいま

す。ずーっと魚を釣っている映像のどこが面白いのか…と子どもの私は不満でいっぱい

でした。 

そんな父と一緒にハイキングをした写真が１枚だけ残っています。家から近く山の雰囲

気からして那須の茶臼岳でしょう。父と職場の人たち数人、そして小学生の私と妹の写

真です。写真があるだけで記憶は全くありません。山に関しては、その後高校生の時に

学校で会津磐梯山に登ったきり何の興味も持たずに過ごしてきました。しかし４０代後

半になって山への気持ちがふつふつと湧き上がってきた頃、行ったことすら覚えていな

い、写真の光景がぼんやりと頭の中に浮かんでいました。 

 

 父が亡くなる前の数ヶ月は度々実家に帰り色んな思い出話をしました。そんな中、父

が若い頃、燧ヶ岳に登ったということを初めて聞きました。買ったばかりの登山靴を履

いたため痛くて痛くてもう二度と行かないと、最初で最後の山行。もし靴が足に合って

いたら私も父に連れられて小さい頃からたくさんの山に登っていたのかなあ、などと想

像してしまいます。 

 

 なかなか山に登れないこの時期、私はテレビや YouTube を見ながらこれから登ってみ

たい山をエア登山しています。他人が登っているのを見るだけで何が面白いの？と娘か

ら呆れられていますが…。山の映像を見たり、眠い目をこすり暗いうちから出かけたり、

ギアを並べてニンマリしたり…。あの頃の父と同じことをやっている自分に気づき、空

を見上げて笑ってしまいます。 
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       私の一名山  
 

記 松井 多喜雄 

  

私は北関東の群馬県利根郡川場村に生まれました。この村は上州武尊山（２１５８ｍ）

の麓の村です。自分が子供の頃はどの家も農業や養蚕が盛んでした。  

最近は川場スキー場やキャンプ場、道の駅の田園プラザで特に有名になりました。週

末になると、沼田インター出口から田園プラザへ行く車で渋滞になる事も有ります。  

最初に上州武尊山に登ったのは、中学校の遠足だったと思います。その次は兄弟で登

りました。その時に兄が旭小屋に着いてから、麓の酒屋までお酒を買いに行ったのを今

でも思い出します。三回目は、山好きの義理の兄と登ったのが思い出されます。  

そんな上州武尊山は上州の名山でも有り、私の一名山の一つです。  

山名の由来は、日本武尊の故事によるという。上越と尾瀬の山地にはさまれ、稜線に

は尾瀬側へ続いている。 

自分が田舎に居た頃は、交通の便が悪く、日帰りがむずかしい山でしたが、キャンプ

場やスキー場が出来てからは登山者が少しずつ増えているようです。スキー場のリフト

を利用して冬の登山者も居るそうです。 

武尊山は信仰登山として古くからさかえたが、独立峰的なこの山塊はアプローチが長

いので、前日に山小屋まで足をのばして、翌朝の早朝に出発しないと縦走のきびしい山

かと思います。 

そんな山「上州武尊山」は私の一名山です。 

 

※参考までに 

ヤマトタケルは記紀などに伝わる古代日本の皇族。 

「日本記紀」では主に「日本武尊」、「古事記」では主に「倭建命」と表記される。現

在では漢字表記の場合は、一般には「日本武尊」の用字が通用される。  

第 12 代景行天皇皇子で、第 14 代仲哀天皇の父にあたる。熊襲征討、東国征討を行っ

たとされる日本古代の伝説的な英雄である。 
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荒船山（行塚山）１４２２ｍ 

記：兼堀 善和 

山行日  2020 年 12 月 6 日 

メンバー Ｌ兼堀善 兼堀恵 石井美 石井文 澁谷 畑野仁 

コース  獨協大学前 6:00～8:10 内山峠Ｐ8:20～10:05 一杯水～10:30 艫岩～10:55 

     分岐～11:40 行塚山山頂 12:10～13:20 艫岩～15:20 駐車場 

 

 「クレヨンしんちゃん」の作者臼田儀人さんが、この艫岩から滑落して亡くなった  

ことで、名前が知られている荒船山に行くことに、参加者６名ベテランの内なんと４名  

が登ってことがない山,２０年くらい前までは山の会で良く登ったようだ。 

 朝６時出発し８時過ぎに内山峠駐車場に着いたが、すでに１８台駐車していて満車  

しかたなく路肩に駐車して出発、前日雪が降ったらしく登山道に雪が少し残っている。  

数回のアップダウンを繰り返し一時間ほど登って行くと、巨大な岩「挟岩修験場」に、 

そこを過ぎ分岐を右に歩を進め途中数回のハシゴを登り、さらに登ると視界が開け休息

所が見えて来る、その左奥が艫岩だ、船で言うと船尾にあたる場所で格好の展望台で、  

浅間山や妙義山や北アルプスの眺望が素晴らしい、少し下を覗いてみたが怖いね。  

 ここから頂上台地、１１月初めだったら紅葉が素晴らしいだろうなと思いながら、  

ゆったり歩いて行く、二つの祠を左右に見てから少し歩くと目の前に船では甲板にあた

る行塚山が見えて来た、登りはじめたが登山道凍っていて滑る・滑る、注意しながら  

そろり・そろりと登り山頂に、３６０度眺めがいい特に八ヶ岳がクッキリ良く見えて  

気持ちいい、山を見ながらノンビリ昼食をとり下山。 

 石井さんが軽アイザンを持っていたが他の人はないので、木に捕まり岩を掴んで、  

ゆっくりと下って漸く頂上台地に、ここからは雪解けのドロドロ道が続き、濡れた靴  

が滑りやすく注意しながら漸く駐車場に着いた。 

  ｛教訓：１２月以降は軽アイゼン必須｝ 
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  西丹沢周回歩荷トレ・畦ヶ丸、加入道山、大室山、檜洞丸 

L:長田 一樹 会員外 

 

12/6西丹沢VC7:00→9:20 畦ヶ丸 9:30→加入道山→大室山分岐 11:45→13:30犬越路避難

小屋 13:50→16:40 檜洞丸 16:50→18:55 西丹沢 VC 

 

12 月に入って、これから雪山シーズン！！しかし今年はコロナのせいで体力が落ちて余

りハードな山行に行ける気がしない。。。イヤ愚痴っていても仕方無い、こういう時こそ

歩荷トレだと行ってきました。 

 

水だと途中で嫌になったら捨ててしまうから、通常装備に加えて使わないのにロープ・

ガチャ類ハーネス等を無理に背負い、水とお湯を 4 リットル背負って出発！ 

 

畦ヶ丸までは、沢登りの下降で使ったこともある道なのだが、途中までしか記憶に無い？

下棚沢分岐より先は全然記憶に無し？？こんなだったけ？と新鮮な気持ちで登る。紅葉

も終わり葉が落ちて思ったより見晴らしが良い。晴れてはいるが冬の乾いてキリッとし

た寒い空気の中を歩いていると、ドンっドンっという東富士演習場の音が聞こえてくる。

畦ヶ丸に着くと、目の前には大きな富士山がドーンっと現れて気分が良いので頂上で小

休止。ここまでは CT の 7～8 掛けで来れたが、この先がどうなるか？丹沢名物の細かい

アップダウンに体力と気力がどれだけ耐えられるかだねぇ等と話していました。 

 

加入道山から大室山への稜線歩きは見晴らしもよく楽しかったのだが思ったより、お腹

が空いて手持ちの食料半分近くとスポーツドリンクを飲み干してしまう、水分は余分に

有るけど、食料の見積もりを甘く見ていたかと後悔、若干ペースが落ちて大室山分岐に

は 11:00 着予定が CT を縮められず、予想より押してしまう、白石峠、犬越路からのエス

ケープも考えていたのだが、林道崩壊で通行止めの看板があったので、どうしても檜洞

丸まで行かないと帰れないと思い、すぐそこにある大室山はキャンセルして犬越路へと

降りる。 

 

犬越路から檜洞丸までは又 600ｍ上がることになるので、犬越路避難小屋でカップラー

メンと揚げ煎餅のカロリー補給をして上がる事にする。 

 

避難小屋には先客 3 名、同じルートで来たが犬越路から降りるとの事？おりょ？と思っ

て、スマホで調べると（電波届きます）林道崩壊しているが車両が通れないだけで人は

通れそう！！ココで降りれば、ぶなの湯に間に合いそう（笑）相方の膝の調子も悪そう

だし、どうすると相談したが、歩荷に来たんだし摂取したカロリー消化しないとヤバい

となり、気を引き締め直して、檜洞丸への登りに向かう。だんだんと寒くなってきて今

まで青かった空が、黄色がかった夕暮れが迫ってくる色に変わり始めて来た。寒いので 
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もくもくと登る、何度も目の前のピークがそうかなと思い登ると違うというのを繰り返

し、思ったより急な岩場を通過し、結構高度感あるなぁなどと関心していると、急にガ

スって来て(T_T)景色が見えなくなる。そしてガスに巻かれて檜洞丸に到着（笑）景色も

見えないし、そのまま通過しようと思ったが、相方の膝の具合が良くないようで痛み止

めとテーピングで処置の為、小休止 

 

ヘッデンを用意して下りだす。ツツジ新道は階段と木道が整備されていて、まるで尾瀬

のよう！！結構続きましたが、途中からは無くなり岩場やガレ場も出てきます。見晴ら

し台で夕焼けシルエットの富士山を堪能したら、ヘッデン点けて樹林帯へ突入、沢の音

が段々近づくがゴーラ沢出合いが遠い、漸く着いたが暗くなっていて、ヘッデンの届く

範囲だけだと徒手地点がナカナカ見つけられず手こずり、左足をドボンしてしまう。寒

いは寒いけど歩いている分には気にならないので、そのまま続行。何度か渡渉してツツ

ジ新道から外れてウェルキャンプ西丹沢さんの駐車場へ向かう。駐車場から車道に出て

すぐに西丹沢 VC に着く。暗くなってしまったけど歩き通せた事で、冬山の不安が少し遠

のきました。 

 

案の定ぶなの湯は閉まっていたので、山北のさくらの湯で温まり海老名 SA で大盛り唐揚

げ定食を食べて戻りました。 

 

距離 22 キロ、累計標高差 2200ｍちょっとは、かなり登り応えありました。最初は軽く

考えていて石棚山も回って来るかとか言っていましたが無理っす（笑）荷物軽くすれば

もっと早く歩けるので行けるかもしれません。是非誰かチャレンジしてください（笑） 
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三ッ峠山 1785 m 

記：青木 慎弥 

日時：2020/12/20（日） 

メンバー：青木慎（L）、浅井昭、浅井祐、兼堀善、三偶（お試し山行） 

コース：5:30 獨協大学前駅西口＝（車）＝7:15 いこいの森公園 P 7:30―開運山（三ッ

峠）10:30―12:20 三ッ峠山登山口 P 12:40＝紅富士の湯＝吉田うどん＝16:30

獨協大学前駅西口 

 

吉田のうどんという食べ物を知って以来、その存在に頭が離れませんでした。極太・コ

シ強の麺に刻んだキャベツと甘辛い馬肉の組み合わせは、とても個性的であり、無性に

食べに行きたいと思いに駆られていました。そうしたことから、三ッ峠山へ登ることを

企画しました。そうした山行を提案したところ、5 名も参加することになり、賑やかな

山行になりました。 

今回のルートは西桂町の達磨石から入り、河口湖

側の三ッ峠登山口に下山するルートをとりました。

そして、祐子さんが車を回していただき、山頂で合

流しました。全長が約 6 km で 900 m の標高差があ

る、まあまあのボリュームです。風や気温などの天

候が心配でしたが、どちらも穏やかで快適な登山日

和でした。冬の森は地面まで陽光が届くのでとても

明るく、歩いていて気分が良いものです。 

富士山を常に見ながら登山道を歩き、屏風岩直下

を通過して山頂直前の山小屋で小休息のち、三ッ峠

山の山頂に到着しました。そこからの景色は非常に

素晴らしく、八ヶ岳に雲がかかっていたのを除いて、

富士山、奥秩父の山や南アルプスが良く見えました。

山を見ると改めて登りたくなりますね。それから、

一時間もしない間に下山口へ到着しました。うーん、

物足りない。次の山はもう少し長く歩きたいですね。 

下山した後に温泉に立ち寄り、道の駅で本日のメ

インである吉田のうどんにありつけました。うど

んが配膳された後、待ちに待ったというばかりに

早速食べました。とても美味しい、ただしとても

重たく感じました。それでも、また吉田のうどん

のために再訪したいと思えるものでした。 

山の会として初めての山行が無事に終えたこ

とにホッとしております。最後になりますが、ご

同行と車を出していただき、改めて感謝申し上げます。 
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茅ヶ岳・金ヶ岳     

記 村上 綾 

〇日程 ２０２０年１２月２６日（土） 

〇メンバー Ｌ鎌形、土屋、遠藤、村上 

〇コース  茅ヶ岳登山口８：４５→女岩１０：００→茅ヶ岳１１：１０ 

      →金ヶ岳１２：４０→茅ヶ岳１３：５０→茅ヶ岳登山口１６：００ 

朝から雲一つない晴天で、真っ青な空と冷えた空気が気持ちの良

い中で出発しました。女岩までは、なだらかな登りが続きました。

女岩は水場のようでしたが、落石の危険があるためテープが張ら

れ、入れないようになっていました。女岩から先は、いきなりの

急登が始まりました。大きな岩がごろごろしている上に落ち葉が

積もり、足元が確認できず、慎重に登りました。斜度が緩くなっ

たところでは、落ち葉が膝まで積もっていて、落ち葉ラッセル状

態でした。ふわふわな感じと落ち葉を踏みしめる音がなんだか

とても楽しく、やっぱり山はいいなあ！と実感しました。後ろ

を振り返れば、美しいシルエットの富士山が見えて、苦しい登

りを忘れさせてくれました。女岩から１時間ほど登ったところ

に、「深田久弥終焉の地」と記された石碑がありました。手を

合わせてお参りをしてから一息登ると、３６０度の大パノラマの山頂に到着。富士山

が美しく鎮座し、南アルプス、八ヶ岳、奥秩父もきれいに見えて最高の景色でした。

登った山、これから登りたい山などなど、いろいろ妄想しながら絶景を堪能しました。

多くの登山者は、茅ヶ岳山頂からそのまま下山するようでしたが、今回はその先の金

ヶ岳も目指しました。急傾斜を下り、また登り、また下り、というところで、よそ見

をしたわけでもなくぼんやりしていたわけでもなかったのですが、バランスが崩れ谷

側に転びザックの重みで更に下に落ちてしまいました。同行の皆さんが、素早く足を

持ってそれ以上落ちないように助けてくださいました。幸い、けがもなく登山道にも

戻れたのですが、単独で登っていてこういう転倒があったら大変だったなと恐怖でち

ょっと震えてしまいました。あまり危険な場所でなくても、ちょっとしたことで大事

故につながることがよくわかりました。金ヶ岳山頂は、さらに富士山がきれいに見え、

登山者も私たち以外はいなくて、景色を独り占めでした。下山は、また落ち場ラッセ

ルをし、落ち葉で覆い隠された岩や木につまずき尻もちをつきながらも無事に下山し

ました。アイゼンやチェーンスパイクなど、雪道も想定していましたが雪はなく、ぽ

かぽかのお日様の中を歩いた一日でした。 

リーダーの鎌形さん、土屋さん、遠藤さん、楽しい登山をありがとうございました。 

 

 

 



12 

 

   八ヶ岳 裏同心ルンゼ・峰の松目沢アイスクライミング 

L:長田 一樹 会員外 

 

1/2 赤岳山荘 P8:00→10:00 赤岳鉱泉 11:05→11:15 裏同心沢入口→11:30 裏同心ルンゼ

F1？→11:50F2～F4→13:30F5 手前 13:40→懸垂下降→14:45 赤岳鉱泉テント場 

1/3 テント場 8:45→9:15 峰の松目沢入り口デポ→9:45 峰の松目沢 F1 10:00→10:15F2

→10:30懸垂下降 10:40→F2右側にてトップロープで各自 2本 12:30→回収→懸垂下降→

12:55 峰の松目沢デポ地点 13:15→14:05 赤岳山荘 P 

 

久々の重荷に喘ぎながらも何とか CT で赤岳鉱泉に到着、年末年始の寒気が抜けていない

から、赤岳鉱泉に近付くに連れ寒さが増す感じでした。要らない荷物は置いていくので

先にテント張ってしまいたいのだが、あまりの寒さの為、先に防寒着とハードシェルを

着込むが、指先がアッと言う間に冷えて上手く動かず手間取る(汗) 

更に自分がサブザックを忘

れたことに気がつく。。。自

分のザックは MHW の BMG105

リットル、相方の MHW サウ

スコルは 70リットルなので、

サブザックを貸してもらい、

相方には 70リットルザック

を縮めて背負って貰う事に

して出発。 

雪はチラチラと降っている

が本降りにはならなそう、

裏同心沢をツメていくと F1

登場、フリーで登って、F2

取り付きへココでトイレに行きたかったのだが下から後続 P が、右手の沢から裏同心か

らの小同心継続を風と寒さで諦めた P が降りてきて四面楚歌（笑） 

我慢出来そうだったので登ってしまえと F2 を登り出す。60ｍダブルにしたので F2～F4

を纏めて登れるかと思い一気に登るが、5ｍほど足りない感じだったので、F4 にスクリ

ュー2 本で支点作成して相方を引き上げる。後続 P はココで降りるとの事で、自分たち

は残りの F4 を登る。 

F6まで行っても寒過ぎるし時間的にも稜線へは抜けられないのでココで降りる事にする。 

双方とも新しいロープなのでキンクが酷く下降に時間がかかってしまうが 15:00 前に

はテント場に到着、テント受付して水もらってテントで宴会と思っていたが、寒すぎ

て飲む気になれず 19:00 過ぎにはシュラフに入って就寝。マイナス 18 度（笑）雪も降

る。。。 
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朝起きてテント内は真っ白、こ

の気温で風も結構あるのでどう

するかと相談、このコロナ禍で

余り無茶は出来ないので、石尊

稜は諦めて、降りながら南沢大

滝か峰の松目に変更しようとな

り。ゆっくり目の朝食を食べて

撤収する。南沢は若干大回りに

なるので、峰の松目沢にしよう

となり来た北沢を戻る。 

 

峰の松目沢を入った所でザック

やらストックをデポしてから、

F1 を目指す。F1 適当に登ると、

去年 3 月、氷が脆く細くなって

いた F2が今年は立派になって登

場する。 

通常は左側しか凍っていないの

で登りやすそうな左だが、今回

は真ん中辺りと右側がバーチカ

ル気味になっており下部はシャンデリアで面白そう。F9 まで去年行っているし本日下山

なのと寒さに心折られたので、ココにトップロープ張って遊ぼうとなり左側を登り、上

部で支点作成して懸垂下降で降りる。 

降りている最中に振られる事に、気がついて相方に、振られ止めのスクリュー打ってと

頼んで下降する。その後相方が無事スクリュー打って降りてくる。 

トップロープで各自 2 本づつ登り、パンパンになった前腕に満足して取り付きへ戻る。

ザック回収して今回は本当に寒かったと言い合いながら赤岳山荘へ急ぎ、車に乗り込む

とホッと一息つけました。今日から冬型緩むからか？登ってくる人達が多かったのが印

象的でした。 

下山して後日、赤岳鉱泉の FB を見ると 3 日は、赤岳主稜に向かったガイド P もあまりの

寒さで取り付き敗退とありました（笑）マイナス 20 度で風速 10ｍ体感温度はマイナス

33 度とかじゃ動けません。 

寒さのためか？コロナのせいか？年始にしては小屋もテント場も人数は少なく閑散とし

ていました。そして 2 月から宿泊料が一泊二食 11000 円から 12000 円に、テント泊が一

人 1000 円から 2000 円に値上げだそうです。手間が増えているのにお客さんは減ってい

るという状態では儲けが無いし、小屋もボランティアでは無いのだから存続させる為に

は仕方が無いです。本当にこれからコロナどうなるのかと？思っていたら、1/7 過去最

高 2447 人とニュース聞いて、未だ暫く本気山行が出来無いなぁと寂しく思った次第です。 



 

 

愛鷹山 

                               記：畑野 順二 

◆山行日：2021 年 1 月 8 日（金） 

◆山行者：畑野じ・兼堀よ・森は・浅井ゆ・井居・浅井て 

◆コース：十里木高原 7:55－越前岳 10:25－十里木高原 12:30 

 

今年初めての山行は、富士山を見 

に愛鷹山に行く。 

登山口への移動中に見える富士山 

には、雪が無ガックリ 残念。 

十里木高原の気温は、-3℃で防寒 

対策をして、歩き始める。 

馬の背を過ぎるころには、太陽が 

出てきて温かくなるが、休憩時 

はやっぱり寒くすぐに歩き始め、 

越前山につく。 

越前山からは、下山後行く沼津と 

駿河湾が見えた。 

今回も、新型コロナウィルス感染対策をしながらの山行になる。 

早く、普通の山行になる事を願っています。 

 

    

    天望台からの富士山             越前岳からの駿河湾 
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【 雪山 蓼科山 】                       記： 石 川 浩 道 

 

山行日：令和３年１月１０日 

参加者：石川、会員外１名 

コース： ５時２０分 石川宅（草加市）出発    → 

８時３０分 すずらん峠園地 駐車場   →  

９時００分 女ノ神茶屋・蓼科山登山口  → 

    １２時００分 蓼科山荘ヒュッテ 山頂   → 

    １２時３０分 下山開始（同ルートピストン）→ 

    １４時３０分 女ノ神茶屋・蓼科山登山口  

 

 

 

コロナ太りして、それに気付くこともせず、厳冬期の装備を準備して、雪山に出発。 

ところが歩き出して、２０分もしないうちに、足が上がらないほど辛くなった。 

スウェットパンツの上に重ねたオーバーパンツが、きつ過ぎて足が上がらないことに気づき、

オーバーパンツを脱いで、快適となり、順調に山頂に到着した。 

しかし、山頂は、マイナス２０度を超える極寒の中、風が強く、一瞬でスウェットパンツは

凍り付いた。 

慌てて、オーバーパンツをザックから取り出して、履こうとするが、アイゼンをはいたまま

の不自由な状態で、パツンパツンのオーバーパンツは一向に履けない。 

そのうち、グローブを脱ぎ捨て、腰をくねらせて何とか装着を試みるが、やはり履けない。

更に指は動かなくなった。 

山頂の鳥居の横で、くねくねしていたため、多くの登頂者の記念写真に参加することとなっ

た。同行した会員外の女性が見かねて、履かせてくれた。 

今後、気を付けて太りたいと思います。 

以上 
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高尾山  

 
■ 日  程 R3.1.26（火）                記：小林いつ子 

■ 場  所 高尾山 

■ メンバー 小林い 

■ 歩  程 5：31 南越谷―高尾山稲荷山コースピストン 

  

 高尾山は余り早いと人がいないので物騒な気分である。行ってみたらコロナ渦の影響だろ

うか？視界から人が消える事は無い。

私は一人！普段はお喋りな私も、こ

れならまず安心！！稲荷コースのお

狐さんもマスクバージョンであった。 

稲荷山のあずま屋（休憩所）の屋根

が撤去されていた。人が少ないうち

に建て直しがあるかも？ 

少し歩くと残雪が見られるようにな

った。案の定、琵琶滝への分岐から

先はぐちゃくちゃであった。 

ちなみに、6 号路（琵琶滝に降りる道）は閉鎖されていた。雪の影響かどうかは分からない。

山頂は日当たりが良いので雪は殆ど残っていない。帰り道は滑らないように緊張しながら降

りた。 

思いがけなく、コゲラに遭遇したり、久しぶりに山の空気を吸ってリフレッシュ出来た。 

仲間と思い切り楽しい山歩きが出来る日を心待ちにして 
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丹沢山塊縦走 1672 m 

記：青木 慎弥 

日時：2021/2/6（土）～2/7（日） 

メンバー：青木慎（L） 

コース：（1 日目）実家 4:45 発＝（電車・バス）＝8:40 着 西丹沢 V.C.9:00―檜洞丸 12:00

―蛭ヶ岳 15:30（蛭ヶ岳山荘に素泊まり） 

（2 日目）蛭ヶ岳 6:30―丹沢山 8:00―塔ノ岳 9:00―12:00 ヤビツ峠 12:30―蓑毛

13:10＝（バス・電車）＝武里駅 16:30 

 

緊急事態宣言が発令されて自宅と職場を往復するだけの毎日となり、非常につまらな

くなりました。このまま気分が落ち込んだままではマズイと思い、一人の丹沢歩きを計

画しました。当初は 1/30-31 で歩こうと思ったのですが、仕事の都合で一週間延期しまし

た。結果的に、快晴で風も穏やかで、最高の登山日和となりました。  

（1 日目）電車とバスを乗り継ぎ、9 時前に西

丹沢ビジターセンターに到着しました。身支度

をして、直ちにツツジ新道へ進みます。急登を

粛々と歩き続け、ちょうどいいペースを保った

まま、檜洞丸に到着しました。ここから富士山

や八ヶ岳が良く見えました。蛭ヶ岳も見えまし

たが、だいぶ遠い位置にあり、またまだハード

な登山が続きます。 

 

檜洞丸から蛭ヶ岳までは急なアップダウンと鎖場があり、けっこう険しい道でした。

所々に凍結している箇所があって。慎重に足運ばなくてはなりません。こんな時はアイ

ゼンではなくチェーンスパイクがあれば楽だったなと思い、今度買いに行こうかと思い

ます。ビハークも想定した重装備が仇となり、最後はバテバテでしたが、やっとのこと

で蛭ヶ岳山荘に到着しました。山荘からの眺めは素晴らしく、とくに夜のきらびやかな

関東平野がとても印象的でした。 

（2 日目）6 時半に山荘を出発し、塔ノ岳を経

由してヤビツ峠へ下ります。全体的に下り基調な

がらも、登ったり下ったりの繰り返しで、なかな

かしんどい道でした。途中のすれ違った、軽装の

ハイカーにどこから来たのですかと聞かれるこ

ともしばしばありました。ヤビツ峠から先、大山

を登る予定でしたが、靴づれのためここで山行を

打ち切り、帰宅することにしました。 

体力的にかなりきつかったのですが、トレーニン

グにちょうど良かったと思います。次はどこに登りましょうか。  
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金峰山 2599 m 

記：青木 慎弥 

日時：2021/2/26（金）～2/28（日） 

メンバー：青木慎（L） 

コース：（0 日目）自宅 18:00 発＝（電車）＝21:00 着韮崎駅の駅前旅館（宿泊） 

（1 日目）駅前旅館 7:30＝（バス）＝8:44 増富温泉 9:00―瑞牆山荘 11:00― 

富士見平小屋 12:00―15:30 金峰山 15:45―16:00 金峰山小屋（宿泊） 

（2 日目）金峰山小屋 6:45―金峰山荘 8:45―9:30 川端下 10:07＝（電車・バス）

＝軽井沢駅前を散策＝自宅 19:00 

 

ピッケルを使いながら雪山を登りたい、そう思いながら山岳会へ入会したにも関わら

ず、コロナ禍によって動きか取れません。こればかりは仕方がないとも、新型コロナウ

イルスが憎いとも、いろんな感情が混ざり合い、鈍色を呈するようになりました。とり

あえず単独で登れる雪山を登るかということで、1泊で金峰山を登る計画を立てました。

泊まりとした理由は、金峰山小屋は食事が素晴らしいと評判なので、それを確かめたく

もあったからです。2 年ぶりとなる雪山、果たして登れるかと不安になりながら、あず

さ号に乗車しました。この日は韮崎駅前の旅館で前

泊します。 

（1 日目）オンシーズンならば瑞牆山荘までバス

が通じていますが、冬季は増富温泉までしか運航し

ておりません。瑞牆山荘まで約 2 時間の林道歩きか

ら山行が始まりました。2 時間の林道歩きはとても

けだるく、とぼとぼと進んでいきます。富士見平小

屋から先はガチガチに凍結しており、この前買った

チェーンスパイクを装着して進みます。取り付ける手間が少なくて、これは便利ですね。 

砂払ノ頭を過ぎると樹林帯を抜けて、遠くの山々が良く見えました。風は穏やかでし

たが、突き刺すような寒さで、冬山だなと思いました。後で調べたら-10 °C を下回っ

ていたそうです。小屋への到着予定時刻の 16 時も差し迫っていたので、急ぎ気味で山頂

に向かい、金峰山山頂で相変わらず素晴らしい景色を眺め、金峰山小屋にたどり着き、

この日の日程を終えました。 

小屋に着いて、寝床の準備をして、持ってきた本を読んで時間を潰します。そして、

お楽しみの金峰山小屋での食事になりました。この日のメニューはすき焼きで、これで

もかという位の牛肉がありました。凄い、そして美味しい！また金峰山小屋に再訪した

くなりました。食事後は、缶ビール片手に本を読みつつ、寝ることにしました。 

  



 

 

 

（2 日目）語るべきことはあまりありません。7

時前に出発して川上村方面へ下り、9 時半に目的地

の川端下バス停に到着しました。そこからはローカ

ルバス・ローカル線の旅が始まります。途中の軽井

沢で散策して、家に着いたのは 19 時くらいでした。

その間に見えた、八ヶ岳や浅間山が美しかった。来

シーズンはそのどちらかを登ろうと思いました。 
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山行紀行  2020～2021 冬               

記：浅井祐子 

12/16(水) 道志 石割山 L. 浅井ゆ、杉山、小林、澁谷、浅井て、 

草加:30 = 山中湖 IC = 石割神社 P8:00 – 石割山から平尾山 – P12:00 = 石割♨ = 帰路 

 コロナ感染拡大が収まらず Go to～も一時中止。この調子だと年末年始もひたすら家で 

自粛生活かぁ？ そんな中、日帰りならいいか？と声をかけ、困った時の石割山へ。  

 天気は良いが空気がキリリと冷たく気持ちは良い。 

さて、長い階段をやっつければあとは楽しい神社までの道。ぱっか～んと見事に割れた 

大きな石の隙間を通り抜け神社に手を合わせる。「コロナが早く収束しますように! 」 

道の脇の霜柱をからかいながら山頂までの急登を楽しみ、ひと汗かいた頃には目の前に 

どっか～んと富士山。だいぶ暖かくなり平尾山ではお茶タイム。こうしてのんびりゆっくり

と山行を楽しむ贅沢を味わう。 

 下山後は汗を流し、山梨名物「ほうとう」でお腹を満たしました! 

        

             

1/4(月) 足利 大小山～大坊山 

L.浅井ゆ、福田、小林、兼堀善、出口、鈴木廣、斎藤、浅井て、 

草加 = 佐野藤岡 IC = 大山神社 P 7:00- 大小山 8:40 – 大坊山 11:30 – P12:00 = 入浴 = 帰路 

 こちらの山も困った時に引き出しから出してくる私のお気に入り。近場の気軽さ、下山後

のお風呂や佐野ラーメンとオマケも充実してるという訳。仕事でなかなか参加出来ずにいる

福田さん、斎藤さんの参加もいただき、新年から賑やかな顔ぶれです。 

いつものスタイルで大神神社下に駐車して里を歩き、大小山へと取りつく。30 分も歩けば

体もすっかり温まる。葉の落ちた樹林帯を進めば東からのルートとも合流し大小山。空気が

澄んでいるので首都圏の高層ビル群が綺麗だ。岩場やあやを楽しみながら大坊山へ。小春日

和の良い新年山行になりました。 
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   BC スキー 鍋倉山 前武尊十二沢 かぐら中尾根北斜面 

L:長田 一樹 会員外 

 

1/11 温井集落鍋倉山スキー路上駐車スペース 9:30→11：50 頂上 12:10 滑走→14:15 駐

車スペース 

 

前から行きたかった鍋倉山！！本来で

あれば 3 月以降の方がシーズンのよう

ですが、行ってきました。登り出しか

ら雪でハードシェル着込んでハイクア

ップ、人工物が目に入らない地点まで

来ると、目の前には絵に書いたような、

こんもりした雪国の世界が広がり一同

歓声を上げる！！ 

日本海側低山独特の水分を含んだ重め

の雪が、効いているのか？日本昔話の

ような雪の世界でした（笑）樹林帯の

中に入ると風景も代わり映えしなくなり、モクモクとハイクアップしていく、途中メン

バーの一人がシャリバテになり休憩を挟む、東側尾根から回り込むようにして鍋倉山頂

上左手側の稜線に出ると風が強い（汗）頂上に辿り着いてカップラーメンと思っていた

が、あまりにも寒いので滑走準備に取り掛かると、視界の右端から白い飛び跳ねる物体

が？？ウサギでした！！思わず「ウサギだっ！！」と叫んでしまう（笑）臆病者なのに。

どうした？と思ったら後ろから、テン？キツネ？が追い掛けて来ていたのでした。テン、

キツネ？は人間を見て踵を返して戻ったので、ウサギの作戦勝ちです（笑）頭良いねと

話しながら滑走準備完了。順次ドロップインしていく、基本的に林間コースなので広さ

は無い。気持ちの良いツリーランと言いたかったのだが、重い深雪は初めてで対処に手

間取る、途中板が外れたりして悪戦苦闘しましたが、何とか下部まで降りてくる。また

下部の平らな所をクロスカントリー状態で楽しみながら駐車場へ戻る。満足の一本で終

了。 

いいやま湯滝温泉で汗を流しテンホウでお腹を満たして戻りました。 

 

 

2/11 オグナほたかスキー場 8:40→第 6 リフト終点 11:10→12:20 前武尊 12:35→十二沢

→13:30 ゲレンデ 

 

今シーズンは雪に恵まれている？のか本日も雪、嬉しい悲鳴というか第 6 リフトが雪で

埋もれて営業開始が遅れているようで、第 5 リフト乗り場は BC スキーに行きたい人達で

渋滞、本日は一回券を 4 枚買って荒砥沢と十二沢の二本立てと思っていたが。。。どうし
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たもんかと相談、待っているのも寒いし体冷えるからゲレンデ滑って下の営業している 

 

レストランで待機していると 10:30 近

くに第 6 リフト営業開始のアナウンス

が入り、慌てて用意して上がる。時折

薄日は射すが基本的に風雪（汗）第 6

リフト終了点から登りだすが、登り始

めがキツイ（笑）BC に慣れていないメ

ンバーの一人が若干遅れだす。他のメ

ンバーが付きフォローしてくれて一安

心。風がかなり強くハイクアップの跡

がアッと言う間に無くなり何度かルー

トロスしそうになる、思っていたより

南側(川場側)から回り込んでしまっ

ていました。天候と視界不良のため

荒砥沢は諦めて十二沢のみとして大

和武尊の像の所から滑り出す。雪は

標高もあってか前回の鍋倉山より軽

く腿くらいのパウダー！！視界が悪

いので短く切って離れないようにし

て滑り続ける、浮遊感がなんとも気

持ち良く自然と笑顔が出てくる。楽

しい時間はすぐに過ぎ去り、ゲレン

デへ復帰。ゲレンデで何本か滑って

戻りました。花咲の湯は大渋滞。。。遅くなったので、ご飯は嵐山 PA の食堂にて生姜焼き

定食大盛りでした。 

 

2/21 かぐらみつまたステーショ

ン 9:20→5 ロマ終点→10:20 ゲ

ートイン 10：30 ハイクアップ→

中尾根ピーク→11:25 三角への

稜線下降点 11:45 滑走→トラバ

ー ス 12:30 中 尾 根 下 部

13:00→13:10 ゲレンデ 

 

かぐらの行った事が無いルート

で、三角と中尾根北斜面の両方

行ければと思っていましたが、

思ったより体力が落ちていました（汗） 
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メンバーの事前購入チケットが何故か表示されずチケット購入に手間取る、しかもロー

プウェイが非常に混雑していて乗車までに時間がかかってしまう、今季苗場スキー場で

クラスター発生した為、ロープウェイは定員の半分で検温してからの乗車だった為でし

た。 

 

ちょっとこれは時間的にも怪しいか？となるが現地提出計画書には両方を記載する。パ

トロールに状態を聞くと、北斜面はパウダー残っているけど下部はクラストしていたり、

硬かったり変な状態なので気を付けて下さいとの事、5 ロマ降りてゲート前でビーコン

チェックしてゲートイン。シール貼って左手側から中尾根ピーク目指すが南斜面から直

接上がる人達が結構いる？最近はソッチなのだろうか？？ハイクアップもペースが上が

らず時間的にやはり押してきているのでどうするかと？再考するが、取り敢えず中尾根

ピークを目指す。ピークで相談すると無理しないで北斜面だけ滑って、まったりランチ

してゲレンデでとのユルイ計画変更（笑）滑走準備してドロップイン。 

降雪は無かったのですが、北斜面だけあってぱふぱふが残っていて大満足の一本でした。 

青い空と白い雪は久々で滑っていなくても満足な風景です。中尾根末端にトラバース気

味に移動して、降り注ぐ日差しを浴びながらのカップラーメンランチ！！前回、前々回

の風雪から比べると天国でした。ゲレンデ復帰したらかぐら BC のお約束でスキー場へ下

山連絡する。ゲレンデ滑っていると最終のロープウェイは混雑するから早く戻れとアナ

ウンスが（笑）15:00 くらいに切り上げてロープウェイに戻る、最終 30 分前だったから

か混雑には巻き込まれないで済んだ。 

街道の湯は混みそうだからと宿場の湯にしてみたがあまり変わらず｡｡｡久々にあおぞら

で食べて戻りました。今季は無理できない為、お気楽 BC スキーばかりで体力と気力が落

ちきています（汗） 
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ウメコバ沢 F5 25ｍ 

 

編集後記 

253 号は大幅遅延した事をお詫び致します。訳が有って編集者交代いたしました。色々

と諸事情あると思いますが、色々な意味で報告連絡相談はお早目にお願いいたします。 

暑くなってきていますのでマスクしての運動は水分補給をして熱中症に注意してくださ

い。個人的には、沢登りシーズンインです。今シーズンは既にウメコバ沢が個人的な沢

登りルートベスト 5 に入りました。今年もまた記憶に残る沢に出会えれば嬉しいなと思

っております。 

長田 一樹 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


