
筑波の春（宝篋山より）    画：鈴木 廣

草加山の会  № 254 



第 47 回 草加山の会 

総会開催 
2021年 4月 4 日(日) 13:30 – 17:00 草加市文化会館 
参加者 43 名、委任 17名（会員 71 名/2021 年 3 月 31 日付） 

コロナ渦の中、2 年振りに総会を開催しました。
まだ暫く落ち着かない日々が続きますが、慎重に活動を再開します。
ご参集いただきました皆様におかれましては、あらためてお礼申し上げます。

【報告事項】 
・ 2020年度活動報告
・ 2020年度会計報告及び監査報告

【決議事項】 
・ 2021年度役員選出
・ 2021年度予算（案）承認
・ 会則、山行規定の改訂

以上 



山行名/記事名 執筆者 頁 

 草加山の会の皆様へ 松浦剛 1 

 Call 榊原奈歩 2 

 私の一名山 和田勇 4 

 令和 3年（2021年）3月～5月山行実績 リーダー部・機関紙部 5 

 多気山 兼堀善和 7 

 平標山 BCスキー 長田一樹 8 

 三国山・宝篋山・奥久慈男体山・前日光（横根山） 浅井祐子 10 

 熊野古道 青木慎弥 11 

 矢倉岳 土屋玲子 14 

 表妙義 畑野順二 15 

 生瀬富士・袋田の滝 青木慎弥 16 

 蕨山 畑野順二 17 

 四ツ又山・鹿岳（西上州） 井居奈美 18 

 裏妙義（丁須の頭） 出口栄子 19 

 至仏山 山口裕史 20 

 至仏山 榊原奈歩 21 

 大野山 兼堀善和 23 

 離山 小林いつ子 24 

 山の友からのメール・2020年 松浦剛 25 

 南天山、秩父槍ヶ岳 山口裕史 26 

 立山雄山・一ノ越 BCスキー 長田一樹 27 

 大台ヶ原 矢野智司 30 

 霧降高原 遠藤みゆき 33 

 鳴虫山 小林いつ子 35 

 ベットの前と絵画 松浦剛 36 
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草加山の会・会員の皆様へ  ２０２１年５月２５日 松浦 剛 

私の病に関しては、会員の皆様にご心配頂まして誠に有難う御座いました。通院に関しても

山本さん、兼堀会長、祐子さん、阿部さんにご協力頂きました。現在の私はウオーキング、

スクワットをして足腰を鍛えていますが、約１時間、６KM ほど歩いてもさほど疲れません。

病も快方に向かっていますが今少し抗癌剤治療は必要です。既に食事も自分で作ってみて問

題ありませんでしたが、安全の為に夕食と朝食はヘルパーさんに頼んでいます。３月頃まで

はベットに寝ている時間も多く、テレビ、読書で時間を潰していました。買って置いた漱石

と芥川龍之介の初版本を読んでみましたが、さすがに他の作家とは異なる人間観、表現法が

有りますが、難しい事も感じました。こうした本を読んでいると今までの自分の人生を色々

考えました。 

自分の病の事、自分の人生の事、お世話になった人の事、山の事、絵の事、仕事の事と色々

と考えますが、経済的に私を支えてくれているのは仕事によるものですが、私の心を支えて

くれたのは、やはり山登りで有ることを改めて思います。若い頃仕事に自信が無かった時、

中高年になり仕事が一段落し先が見えて来た時、会社からの引き際、色々なときに山は私を

慰め、勇気付けてくれました。こんなことをしみじみ考えることが出来たのも、病のお陰か

もしれません。６月以降に集会に参加出来る様にしたく思います。 

  昨年書いたスケッチ画「穂高連峰」 



2 

記：榊原奈歩 

山の会に入って、気づけば 2年が経った。 

会の色々な方とご一緒して、昔に比べ団体行動に慣れてきたところであります。 

さて今回は、皆さん同様に山をはじめたきっかけ話を書いてみます。 

正直、山に興味は全くなかった。子供の頃、衣装ケースに詰め込まれた父の山道具を見ても

ふーーーん。と、何も感じなかった。 

両親は小学生の私、姉と犬を置いて 2人でよく山に行っていた。お留守番の私は、夕立の

日、犬と一緒に毛布に包まってブルブル震えながら、早く両親が帰ってこないかなーと思っ

た記憶くらいしかない。 

転機は 2014 年 5月にバリ島に旅行した際、山の師匠からどうしても行きたい山があるから

付き合ってほしいと頼まれたことがきっかけだ。私は山に登った経験がないが、普段から体

を動かしているのでなんとかなるのでは？という甘―い考えで誘ってきた。しかも上り下り

併せて 8時間と師匠はいったのだが・・・実際は登り 8時間、下り 6時間の計 14時間であ

った。 

何も知らないということは、怖いものなしである。自分の山道具はひとつも持ち合わせず、

全て父と母の山道具、靴は母のトレッキングシューズで行ってしまった。 

バリ島のアグン山（3,014m）は、ガイドを付けないと登れない山で、バリヒンドウの神聖な

山であり、途中途中でお花やお香を焚きお祈りをしながら登る。（※現在は 2017 年の噴火で

入山禁止）登りは夜中 12時からブサキ寺院を超え 1400mから開始し、下山はブサキ寺院ま

で 2100m下る。登山道は整備されておらず、獣道で雨が降れば土砂が流れて道がわからなく

なるような所だ。登り出しから急登で両手、両足をつかってのぼらないと登れなかった。 

ヒイヒイの私、更に毒蛇がニョロ―と目の前を通過したり(-“-)、横にサルの顔があったり

(‘Д’)・・・、ナンデコンナトコロニイルノダ？と思った。登りは暑く最初 2時間くらい

が本当にきつかった。途中で、もう帰りたいといったら、ガイドさんが温かいカフェオレを

出してくれた。その後は標高が上がったせいか涼しくなって登りやすくなった。日の出まで

山頂手前で焚火、少々仮眠休憩をして山頂でサンライズをみた。アグン山の山影が映り、綺

麗なバトウール湖が見渡せる。辛い思いをして登ってきた達成感に浸っていた。この日登っ

たのは私達日本人 2名＋ガイド、イタリア人 1名＋ガイド、ロシア人 3名(ガイド無)であっ

た。（ロシア人はビーチにいるような恰好で登ってきたのには驚きだった）

下山して足をみたらびっくりした。痛みは相当であったが両足の親指、人差し指の爪が内出

血していた。山の師匠は、最初にこんなに辛い思いをしたので私が山を嫌いになったのでは

ないかと相当心配していた。しかし、辛かったのは母のトレッキングシューズだったか

ら・・と超前向きに考え、My 登山靴を早速買いに行った。これが私の山の始まりです。 

※ 後日知ったのですが、アグン山、バトウール湖は地球の第１のチャクラだそうです。

興味のある方、検索してみてください！
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サンライズ 朝焼けのバトウール湖 

アグン山の影が映ります 山頂から見える隣のバトウール湖 
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私の一名山、槍ヶ岳 
記   和田 勇 

どうしても一度は槍ヶ岳山頂に立ちたくて平成 17 年 8 月に念願を達成する為に夜行列車で

出発、新宿駅から夜行列車で松本駅～新島々駅から始発バス上高地バスターミナルから

AM5:30 ごろから槍ヶ岳山頂を目指し歩き始める。 

新宿駅―――松本駅―――新島々駅―――バスターミナル―――白沢出会―――徳沢ロッチ

―――横尾山荘―――大曲―――殺生ヒユツテ―――槍ヶ岳山頂 

殺生ヒュッテで 1泊。朝早く AM5:00始発で念願の槍ヶ岳の山頂に立つ事ができたのは 6；40

分頃でした。感動した！梯子は山頂への登りの順番待ちで混雑状況です。 

山頂まで時間がかかりました。 
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令和 3年 3月～令和 3年 5月山行実績（5/25迄） 
山
行 日程 山岳名 リーダー 参加者 

個 3/5 多気山 兼掘善 兼堀恵、澁谷、石井美、石井文 
個 3/7 尾出山 樋渡 
個 3/14 筑波山 樋渡 
個 3/20 平標山 長田 
個 3/27 足利やしお山 樋渡 
個 3/27 三国山 浅井昭 浅井祐 

個 
3/31-
4/3 

熊野古道 青木慎 

個 4/1 矢倉山 殿塚 土屋、村上、遠藤 
個 4/8 妙義山(見晴台） 畑野順 兼堀善、森花、畑野仁、大門、澁谷 

個 4/10 宝篋山 浅井祐 
浅井昭、下川、和田、澁谷、杉山、山崎 
石井美、黒澤、小野寺、小林、松田武 
山口敏、畑野仁、出口 

個 4/11 
生瀬富士、 
袋田の滝 

青木慎 山口裕、朝倉、三隅、東（お試し） 

個 4/16 蕨山 畑野順 兼堀善、森花、小林、大門、山口敏、新島 
個 4/18 勝雲山他 樋渡 
個 4/19 四つ又山、鹿岳 殿塚 井居、土屋、井上 
個 4/20 裏妙義(丁須の頭) 出口 
個 4/24 至仏山 山口裕 青木慎、三隅、矢野 
個 4/24 至仏山 鈴木勝 榊原 
個 4/24 大野山 兼掘善 兼堀恵、大門、尾崎、澁谷、浅井昭 
個 4/24 地蔵岳 樋渡 
個 4/25 足尾の植生 樋渡 
個 4/28 離山 小林い 浅井祐、小野寺、松田武 
個 4/30 発光山 樋渡 
個 5/1 横根山、井戸湿原 樋渡 

個 5/1 奥久慈男体山 浅井祐 
浅井昭、畑野順、畑野仁、兼堀善、染谷、 
杉山、下川、新島、森花、宮澤、井上 

個 5/2 南天山、秩父槍ヶ岳 山口裕 青木慎、鈴木勝、東（お試し） 
個 5/3~5 立山雄山、一ノ越 長田 
個 5/4 夕日岳 樋渡 
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個 5/7~9 
⼤台ケ原（⼤杉⾕渓
⾕登⼭⼝〜⽇出ヶ岳

〜⻄⼤台） 
榊原 鈴⽊勝、松⽥弘、⻘⽊慎、⽮野 

個 5/8 丸⼭ 樋渡 
個 5/11 ⼤⼭(霧降⾼原) 殿塚 井居、森花、遠藤 

個 5/12 
前⽇光・横根⼭〜井

⼾湿原 
浅井祐 下川、杉⼭、⼭﨑、澁⾕、畑野仁 

個 5/16 茶の⽊平 樋渡 
個 5/16 深⼊沢 ⻑⽥ 
個 5/19 鳴⾍⼭ 新島 ⼩林、⼤⾨、尾崎 
個 5/23 葛葉川本⾕ 沼⽥ ⼭⼝裕、朝倉 
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多気山（たげ）３７６ｍ 
記：兼堀 善和 

日 時   令和３年３月５日（金） 

メンバー  Ｌ：兼堀（善）、兼堀（恵）、澁谷、石井（美）、石井（文） 

コース  獨協大学前駅７：００～９：００市営多気駐車場９：１０～９：４５御殿平 

  ～９：５０山頂１０：００～１０：３０多気山持宝院～１１：００駐車場 

コロナ禍足慣らしを兼ねて低山行きたいなと恵美子に相談し、多気山に行く事を決め曇り

空の下出発。高速も空いていて予定より３０分早く駐車場に到着。６５台程度おける大きな

駐車場だ。 

 出発して計画とは逆回りに登りはじめ、間もなくして多気城跡（多気御殿平）に着いた。

展望が良く眺め最高、宇都宮市内やら半蔵山・篠井富屋連峰が一望できた。 

山頂は三角点があるだけで眺望一切ありませんでした。 

 下山は多気不動尊に抜ける七曲がり下山道を通り、登ってきた道と違い石が階段状に埋め

てあり、多少歩き辛い急坂が続きます。多気不動尊（８２２年尊鎮法師により創建、 

５月１６日（日）多気山大火渡り祭開催）で３０分程度参拝して、団子屋に立ち寄り 

草だんごを食べて駐車場に着いた。 

帰りに宇都宮餃子食し、宇都宮城址公園に立ち寄ってから帰路に着いた。 
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  BCスキー 平標山 

L:長田 一樹 会員外

3/20 平標山登山口駐車場 7:00→橋→1360ｍ分岐点 8:30→9:15 右手支尾根 9:30→支尾根稜

線 10:10→退却→再トライ 10:35→11:15 平標山頂上直下→11:30 滑走山の家コース→11:45

ルートミス登り返し 12:15→山の家 12:25→夏道→12:50 大休止 13:20→登山道 13:50 橋→

14:25 駐車場 

連休なので何処かに泊まりで BC スキーに行きたかったのだが二日目は雨の予報でしたので、

日帰りで行ってきました。朝方は晴れて雲も無くウキウキだったのです。南側に開けた斜面

は午後から崩れるとの事でしたが、朝から南側に雲がかかっていて嫌な予感（汗）嫌な予感

は当たり(T_T)思ったより崩れるのが早く支尾根の稜線にのった途端にスゴイカゼ。。。南風な

のでまだマシだが、兎に角風が凄いのと霧というかガスでホワイトアウト状態で何も見えず。

続々と撤退して降りてくるので自分達もシートラで一度戻って作戦会議。 

みんな来た道を滑って戻っているが、楽しい斜面では無いのと恐らく昼前くらいには駐車場

に着いてしまう。協議の結果、山の家コースの方が長い距離を滑れるのでそちらへ行こうと

なる。幸い GPS はあるし気温も思ったより下がっていないので風だけ我慢すればどうにかな

るだろうと考え直してシール貼り直してもう一度トライ。稜線上に出ると風を遮るものが無

いので辛いが修行のようにモクモクとシール登降を続けると主稜線に突き当たる！左手に折
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れて登るが、あ

まりにの風で嫌

になりピーク踏

まずに滑り降り

る事にする。強

風の中でシール

剥がすのに一苦

労(汗)準備整え

て滑走開始する

も、何も見えな

いので足元のシ

ュプールをひた

すら追ってゆっ

くり滑るのみで

楽しくない(笑) 

ホワイトアウト

で周りが見えず雪面の凹凸が解らずアンギュレーションを保つのが一苦労(汗)そして自分で

は真っ直ぐのつもりがやはりズレていたようで(汗)辿り着いたところは眼の前の雪面が割れ

ていて、これ以上進めない。右手は落差の大きい雪面で下の状態は解らない、更に左手に進

むとクラックは収まったがシュプールも見当たらないし感覚的にコースを外れた気がするの

で GPS で確認すると。。。 

左手側にコースからそれてしまっている、もう一度シール張って登り返そうかと思ったが、

締まっているので、板外してツボ足で登り返す。滑りだとアッと言う間だが歩いて登るのは

一苦労。。。ようやく復帰して板付けて滑るとすぐに山の家に到着。 

後日、平標山に登った人から聞くと頂上から見えたとの事でした(笑)風を避けるためにもも

う少し下がって樹林帯で休憩とする。 

お湯沸かしてカップラーメ

ンランチしてから下山。駐車

場に着く頃には朝方とは違

って雪がかなり溶けていた。

シーズン終了早そうだねと

話しつつあおぞらで焼き肉

食べてもどりました。 
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山行紀行 ～ 2021 春 ～ 記：浅井祐子 

3/27 上越/三国峠から三国山  L.浅井て、浅井祐

草加 5:00 = 三国トンネル P8:30 – 三国山 11:00 - 三国トンネル 13:00 = ♨ = 帰路 

コロナ自粛に辟易し軽めの残雪散策を計画。久しぶりのアイゼンに少々緊張しつつ頂へ。

平標、仙の倉、万太郎、谷川岳と雪をまとった愛おしい峰々が迎えてくれる。 

以前、谷川岳から縦走した際に水が足りなくなり平標小屋の水が何と美味しかったことか! 

大源太往復中に仁美さんのザックが消え、行方を追いつつひた走ったこと…。思い出を上げ

ればキリがない谷川の山々。さて次は緑々の季節にまた行きましょうかね～!! 

4/10 つくば市/宝篋山/ほうきょうさん L.浅井祐、浅井て、下川、和田、澁谷、杉山、山﨑、

石井、小野寺、小林、松田武、山口と、畑野仁、出口、

黒澤 

草加 5:30出 = 小田登山口 P & 山口 P7:00出 - 宝篋山頂 9:00 – 下山 – P12:00 = 帰路 

 久しぶりの大所帯ですが車も密を避け行動も２組に分けての山行。すっかり皆のお気に入

り宝篋山です。桜や新緑の美しい里を味わい鳥たちの声を楽しみながら樹林帯を行く。 

頂からは筑波山や霞ケ浦、遠く日光連山も望める。やがて常願寺コース組の面々も到着し 

お湯を沸かしのんびりブランチタイムとお喋りに花が咲く。 

5/1 久慈男体山 L.浅井 2、畑野 2、兼堀、染谷、杉山、下川、新島、森花、宮澤、井上、

草加 5:30 = 大円地 P8:00 – 男体山 10:30 - 大円地越経由 – P12:30 = 三太の湯♨=帰路 

新緑の美しい季節、小粒ながらも岩の感触も楽しめる久慈男体山へ。緑の海を泳いで来ました！ 

5/12 前日光/横根山～井戸湿原 L.浅井ゆ、下川、杉山、山﨑、澁谷、畑野仁、

草加 5:30 = ハイランドロッジ P7:50 – 横根山 – 井戸湿原 – P12:30 = 帰路 

ミツバツツジの群生が見事!に誘われ今年もやって来ました。今年はあらゆる花の開花が早

いというので昨年よりも 2 週間早く狙ったが流石に早すぎた。日光連山を眺めながらお茶を

沸かしてのんびり楽しみました。 
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熊野古道・小辺路 1344 m
記：青木 慎弥

日時：2021/3/31（木）～4/3（土） 

メンバー：青木慎（L）

コース：

（0日目）自宅 18:00発＝（電車）＝22:20着 西成の安

宿（宿泊） 

（1日目）駅前旅館 5:30＝（電車・バス）＝7:50高野山・

金剛峯寺 8:00―大滝集落 10:00―水ヶ峯―13:00 大股集

落 13:30―伯母子岳 15:00―水ヶ元茶屋跡 17:30宿泊 

（9.5h, 28 km） 

（2日目）水ヶ元茶屋跡 5:00―三浦集落 6:30―三浦峠―

西中集落10:00＝（バス）＝昴の郷10:40―果無集落11:30

―道の駅奥熊野古道ほんぐう 15:30―16:30 本宮大社

17:00＝（バス）＝17:30 渡瀬温泉キャンプ場 宿泊

（12.0h 30 km） 

（3日目）渡瀬温泉 7:00＝本宮大社 8:30＝道の駅熊野川

10:00＝（舟下り）＝速玉大社 11:30―12:15新宮駅 12:44

＝（電車）＝19:00自宅 

はじめに： 

以前から熊野古道を歩きたいと思っていました

が、なかなか都合がつけずにいました。年度末の繁

忙期が終わって、まだまだ残りの仕事はあるもの

の一息ついたので、思い立って計画を組みました。

高野山から本宮大社までは 60 km 超のロングコー

スで、途中に高低差 500 m 超の峠が 4 つ控えてい

ます。果たして歩けるのでしょうか、いや、まあ行

けるでしょう。そう思いながら、自宅を後にしまし

た。 

0日目： 

 会社から帰宅後、直ちに着替えて西へ出発しま

す。新幹線でシウマイ弁当を食べてビールを飲み

ながら、西成のドヤ街に向かいました。ドヤ街に宿

泊する理由は、翌日に南海電車で高野山へ向かう

ことと、なにより 1泊 1500円という安さに惹かれ

ました。どうせ単独行だし良いだろうと。確かに路

上で酒盛りをしている人がちらほら存在し、治安 西成の安宿にて。まあまあ快適。 



12 

は良くなさそうです。 

しかし、小岩駅南口とあんまり変わりない気がします。明日は朝が早いので、さっさと眠り

ました。 

1日目： 

新今宮駅より乗車して、高野山に向かいました。高野山の街角の目立たない所から、小辺

路が始まりました。針葉樹林の中を通る小径が続いており、木漏れ日が美しかったです。全

体的に古道はハイキングコースのように歩きやすく、かなりのハイペースで歩くことが出来

ました。残念だったのは大滝集落から大股集落までの舗装された車道区間で、かつての古道

跡を取り壊したことが惜しまれます。 

大股集落から伯母子岳への登りになりましたが、さくっと 1 時間半で登頂しました。伯母

子岳からの眺めはなかなかのもので、どこまでも続く紀伊半島の峰々が印象的でした。但し

どこ峰がどの山なのか、まったく見当がつかなく、残念な気持ちになりました。当初の計画

では、伯母子岳直下の避難小屋に宿泊予定でしたが、体力と時間に余裕があることと後述の

舟下りの予約に間に合わせるため、行ける所まで歩くことにしました。日没直前に、かつて

の茶屋跡に幕営しまた。夜中にずっと不気味な音（たぶんフクロウ）が鳴り響いて、うるせ

えなと思いました。 

2日目： 

 薄暗い中、朝 5 時に出発します。野盗や人喰

い虎でも出てきたらどうしようと思いつつ、ど

んどん進みます。今日のうちに本宮大社に到着

しようと、そしてショートカットするためのバ

スの時刻に間に合わすため、急ぎ気味で三浦峠

へアタックをかけました。へとへとになりなが

ら、バスに間に合いました。さもなくば、7 km

も車道を歩かなくてはならず、今日中の到着が

厳しくなるところでした。 

果無峠に向かって登ります。道中の果無集落は

コウヤマキが美しかった。   ひと気がないところで幕営。ツェルト泊。 

果無集落は桃源郷だった 
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とても美しかった。またこの時期のこの眺めを見るために訪れたいくらいには、印象的でし

た。とても美しかった、そう何度も書きたいくらいです。この頃から、足腰ともにボロボロ

であまり動かなくなりましたが、気合いで歩きます。やはり、キャンプ装備を背負って 2 日

で 60 kmは厳しかったか。それでも、何とか本宮大社に到着して、キャンプ場に幕営しまし

た。2日ぶりの風呂が気持ちよかった。 

3日目： 

 早朝に本宮大社や大斎原をお参りして、舟下りの乗船場へ向かいました。当初は午後の便

を予約したのですが、人数の関係で午前便しか運航できないと伝えられ、当初の行程を急い

だのはそのためです。船から眺める熊野川も良かった。川舟で速玉大社に到着した後、お参

りして、鉄道の 6時間超の長旅で実家まで帰りました。 

あとがき： 

 熊野古道は今回歩いた小辺路だけでなく、さまざまな経路があります。かつて、さまざま

な身分の人々が、めいめいの歩き方で目指した熊野の地、また行きたくなりました。今度は

大峰奥駆道も歩きたいなあと思いました。どなたか、同行してくれる人はいませんか？ 

 今回の旅の MVP はトレッキングポールにあげたい

と思います。山行の終始にわたって私の足の負担を

軽くしただけでなく、幕営の際にツェルトの支柱と

して、帰路にボロボロとなった足腰を支えた杖とし

てまで様々な役割を果たしていただきました。きっ

と彼の存在がなければ、この計画を完遂しきれてい

なかったことでしょう。ありがとう、そしてまたよ

ろしくお願いします。 

本宮大社をお参り。   熊野川を舟で下る。 

 行き帰りの車内で飲むお酒が美味しかった。 
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矢倉岳 

◆ 日時 令和 3年 4月 1 記：土屋 玲子 

◆ メンバ 殿塚、村上、遠藤、土屋

◆ コース 獨協大学前駅 5:30＝首都高＝東名高速＝大井松田 IC=地蔵堂 ���7:20

登山口 7：40－矢倉岳頂上 9：30－駐車場 12：5夕日の滝見学

冬もいつの間にか終わって、春の暖かい一日。

緊急事態宣言が解除後されて、久しぶりに山に行ってきました。

地蔵堂の駐車場は桜が満開。すでにここでテンション上昇。

4人で張り切って登山開始。初めからけっこうな急騰。新緑もきれいで、会話もはずみ楽しい山

登り。休憩もせずに頂上に到着。平日ということもあり登山客は誰も会わず、頂上も貸し切り。

残念なのは本当だったらどーんと見えるはずの富士山が全く見えなかったこと。そこは気を取り

直してゆっくりと休憩。1時間ほど休んで、万葉公園方面に下山開始。公園までは行かず、分岐

を折れて万葉ファミリーコースを地蔵堂方面に歩いて行った。

今回、村上さんが地図の勉強をしたということで、途中分岐や鉄塔があるところなどで地図とコ

ンパスを使い、みんなで殿塚リーダーから教わりながら歩いていた。しかしなんと 4回も道間違

いをしてしまった。この山はピンクの目印がやたらたくさんある箇所とまったく無い箇所の差が

激しく、間違えやすい。そしてやっぱりスマホは頼りになるね、という話にもなったが、充電切

れや落とした時なども考えると両方使って歩くのがベストだね、ということで話がまとまった。 

思ったより早い下山となったので近くにある 「夕日の滝」という 金太郎が産湯をつかった滝

と伝えられている滝を見に行った。落差 23メートルの迫力のある滝であった。そしてそこは滝行

も行っており、ちょうど若い綺麗な男の子 4人が滝行を行うところであり、見学させてもらっ

た。（なんと彼らは新宿のホストさんでした！）暖かい日とはいえまだ 4月の初旬。水は冷た

い。なかなか見られない楽しい経験になった。その後軽く温泉で汗を流して帰宅。 

殿塚リーダー、計画に運転にありがとうございました。 

同行の皆様もお世話になりました。楽しい一日となりました。
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妙義山（見晴台） 

  記：畑野 順二 
◆山行日：2021 年 4 月 8 日（木）
◆山行者：畑野じ・兼堀よ・森は・畑野ひ・大門・澁谷
◆コース：中之嶽神社 7:45-見晴台 8:20-中之嶽神社
9：10
その後にさくらの里ハイキング 

中之嶽神社近くの駐車場から、車道を歩いて一本杉
を目指して歩き出す。 
石門入り口に、通行止めの案内がある。 
家に帰り調べたら、2020 年 4月 10日に第 4 石門前
の広場で、大規模な落石があり、一部の登山道で通
行止めだ。事前、調査不足でリーダー失格。 
計画を変更して中之嶽神社から見晴台までの往復にした。 
皆様、久々の登山で足ならしにならず、ご迷惑をかけ同行して頂いたメンバーの方々には、
申し訳ありませんでした。 
救われ事は、さくらの里の桜が満開で楽しめた事です。 
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生瀬富士・袋田の滝 406 m
記：青木 慎弥

日時：2021/4/11（日） 
メンバー：青木慎（L）、山口裕、浅倉、三隅、東（お試し）

コース：

獨協大学前駅西口 5:30＝（浅倉さん車）＝7:30 袋田の滝第一 P
7:45―生瀬富士 9:00―月居山 11:00―11:30 袋田の滝 13:00―袋

田の滝第一 P 13:30＝温泉＝獨協大前駅 17:00
（6.0 h, 6 km） 

この山行のきっかけは、浅倉さんからかかってきた「袋田の滝山行をやらないの？」という電

話でした。当初は 1 月に企画したものの、緊急事態宣言で中止にしましたが、そのまま塩漬けに

するのももったいないと思い再度企画しました。そうしたら、三隅さんに、お試しに東さんも参

加することになり、賑やかな山行となりました。

 袋田の滝第一駐車場から生瀬富士を目指し登ります。途中までは林間の気持ちのよい道でした

が、山頂の直前になると、けっこうキツめの岩場が現れて、登りごたえがありました。生瀬富士

は「茨城のジャンダルム」と呼ばれるのも納得でした。

展望がきかない生瀬富士を通過し、立神山を通り過ぎて、袋田の滝直上の展望台に到着します。

かなり高いところから見下ろす袋田の滝は、また展望台から見えるそれとは別の味わいがありま

した。冬に再訪したいですね。さらに歩くと、渡渉地点があり、うまいこと通過します。お試し

山行の東さんにとっては、岩場に渡渉と盛りだくさん過ぎたのかと心配になりますが、楽しんで

いただけたでしょうか。

渡渉地点を通過後、月居山を登り袋田の滝展望台に向かいます。真正面から見る袋田の滝は、

水量が豊富で迫力がありました。四季それぞれの滝を見てみたいなと思います。その後、袋田の

滝周辺で食事をとり、温泉に入り、帰宅しました。春らしさを満喫した、良い登山でした。

上から見る袋田の滝と浅倉さん。    良き山行でした！！！！。 
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蕨山

 記：畑野 順二

◆山行日：2021 年 4 月 16 日（木）

◆山行者：畑野じ・兼堀よ・森は・小林い・大門・山口と・新島

◆コース：名郷 7:50－蕨山 10:20－藤棚山 11:10－大ヨケノ頭 11:45－金毘羅山 12:40

さわらびの湯 13:20 

1 月の愛鷹山いらいの、真面目に歩く山行です。 

さわらびの湯に車を止めて、バスで名郷へ行きます。

車道が終わると急な登りです。バテナイようにゆっくり歩く。やっとのことで蕨山に着く。

まだ早いが、食事をしてアップダウン

の連続で、さわらびの湯に帰ってきた時には、久ぶりの長いコースの山行で満足しました。

アカヤシオがまだ残っていたし、新緑がとても綺麗でした。
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四ツ又山・鹿岳(カナタケ)（西上州） 井居奈美 

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

◆２０２１/４/１９（月）

◆メンバー：殿塚（L）、井上、土屋、井居

◆コースタイム：６h３０m

◆コース：鹿岳登山口〜四ツ又山〜鹿岳（一ノ岳、二ノ岳）〜登山口周回コース

西上州と聞くと何となくワクワクする。しかし、岩場は好きだが得意というわけではなく

むしろ怖がりの私に登れるか、まずは調べる。西上州に詳しい友人に尋ねたところ、『（以前

一緒に登ったことのある）黒滝山や鍬柄山よりは登りやすい』とのこと。こういう一言で少

し安心して落ち着いて登ることができる。  

 四ツ又山までは一気に登る。山頂からは４つの軽いアップダウンがあり（四ツ又山の由来

らしい）そして一気に激下り。そして鹿岳に向かってまた登り返して一ノ岳、二ノ岳へとピ

ストンする。ここが今日一番の集中ポイント。頑丈できれいな鎖がしっかり付いていて安心

だが脇は切れ落ちている箇所もあり緊張する。この緊張感がまた楽しい。 

 四ツ又山から鹿岳あたりにはアカヤシオがちらほらと咲いている。岩山の茶色の風景にう

すピンクのアカヤシオがそ〜っと『ど〜も〜、お邪魔してます…』という感じ。燃えるよう

に赤々と満開のツツジもいいけれど、私はこういうのがとても好き。  

四ツ又山も鹿岳も山頂からの眺めはとても良い。妙義山がすぐ近くに、ギザギザもくっき

りと見える。浅間山は上の方に少し雲がかかっている。遠くに雪をかぶった連山は八ヶ岳か

な？  

すれ違う人もほとんどなく密にならず、天気にも恵まれて気持ちのいい山行だった。 

殿塚リーダー、メンバーの皆様、ありがとうございました。 
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裏妙義（丁須の頭）１０５７M 
記：出口 栄子 

日 程：2021年４月 20日 

メンバー：L出口 栄子、会員外１名

コース：車利用 6:00松原団地出発―草加 IC―松井田妙義 IC―旧国民宿舎 8:20到着

8:45 出発―11:30丁須の頭の肩到着  昼食後準備して丁須の頭へ

12:30下山開始―15:00旧国民宿舎着―関越道―外環道―帰宅

 去年の 9月 29日、山崎寧子さんに頼んで妙義山へ計画して連れて行ってもらいました。初

めての妙義山でしたが、登山道に入って１５分位経った頃、彼女が「蛭がいっぱいいる。」と

言って立ち止まりました。登山道からはすぐに小川が流れていて、水流が今日は多いと話し

ていたけれど、もうすぐ１０月で蛭は出ないだろうと思い初妙義に浮かれていた私としては

晴天の霹靂でした。 

彼女の真っ白な靴下からは赤い血がどんどん滲み出て、2か所以上噛まれたらしく、2人と

も靴に憑いて這い上がってくる蛭を必死に落とす羽目になりました。 

今回は、初めて間近にした蛭に私が臆して止めた９月の裏妙義を律儀に覚えていて、彼女

の体調を見ながら、私の怖いもの知らずに付き合ってくれたという山行です。 

裏妙義は人気のある場所の為、鎖はしっかり配置されていました。鎖は長かったり、トラ

バースしたり岩に挟まれそうなところを通ったりという感じです。無理せず周回コースでは

なくそのままピストンで戻りました。落ち葉が深くて場所によっては膝まで隠れるほどでし

た。丁須の頭の肩でロープを出し、ハーネスを付けて環付ビナにスリング。妙義山１０回目

の彼女は足場の垂らしただけのスリングに 1 歩目を入れてスルスルと上り、私の万が一に備

えている。何とか環付カラビナを外しては、はめてを繰り返して私は上って、同じように下

りることも出来ました。ロープ操作も保持も全部やってくれた彼女に感謝です。 

丁須の頭からの 360度の景色は最高でした。
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尾瀬至仏山 残雪期の雪山へ 
記：山口裕史 

山行日：2020 年 4月 24日（日帰り） 
メンバー：L:山口裕、青木慎、三隅、矢野
コースタイム：6 時間 15 分
鳩待峠 9:10－11:00 オヤマ沢田代－12:25 至仏山 12:30－13:50 山ノ鼻 14:10－15:25 鳩待峠

緊急事態宣言が都内は発令されましたので、なるべくの
注意を払って尾瀬に臨みます。本当はテント泊で行きた
いところですが、加味して日帰りでの登山にしました。
前日から鳩待峠への道が開通し、あわよくば鳩待峠まで
車で入ろうと思っていましたが、到着した時には戸倉第
1 駐車場も 8割は埋まっており、タクシー待ちも長蛇の
列。コロナ下でも尾瀬を待ちわびていた人がこんなにも
多いのかと少々驚きました。タクシーはどんどんと来て
20 分位の待ちで乗車できたのは良かったですね。 
かれこれ 2 シーズン雪山行っていなかったので自身アイゼン履いて歩くの大丈夫かなと？少
し不安もありましたが、歩き始めると全く問題なし。雪を踏みしめる感触、見渡す白銀の
峰々の景色、やっぱり雪山は最高だーと感じました。 
至仏山を目指す方の 7・8 割が、スキー・スノボーの方で登山者が少なくて少々驚きでした
が、あの気持ちよい稜線をスキーで颯爽と滑っていく姿は羨ましい限りです。私たちはオヤ
マ沢田代付近からアイゼンを装着して歩きます。今回は 3人とも雪山はあまり経験がないの
で、トップを交代しながら歩きました。三隅さんの靴連れが想定外にひどく大変そうでした
が、それ以外は皆さん全く問題なく、今後を考えると頼もしい限りです。
至仏山は、冬靴に慣れるのとアイゼン歩行、ピッケルの使い方を体感してもらうにはちょう
ど良いですね。3 人とも充実した山行になったようで嬉しい限り。
今回は山の鼻に降る周回ルートを取りましたが、GW 期の毎年恒例でもいい感じの尾瀬でし
た。至仏山から見えたなだらかな白銀の山並みの平ヶ岳、来年は尾瀬から繋げたいという思
いが改めて強くなりました。ご一緒してくれる方いたら募集！

尾瀬ヶ原と燧ケ岳をバックに 右のなだらかな稜線が平ヶ岳 
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記：榊原奈歩 

山行日：2021年 4月 24日 

コースタイム：6H

9:40（至仏山登山口）-12:30（小至仏）-12:50（至仏山頂）-休憩（30分）-15:10（至仏山登

山口）

メンバー：鈴木（勝）、榊原（2名）

4 月上旬、さてどこ行くかーと話をしていて 4 月でも雪があり残雪でも行ける場所として至

仏山があがった。鳩待峠が開くまでは入山者は限定的であり、そこそこ雪質が期待できると

踏んでいた。残雪で入れる期間は GW中までの２週間と狙いを定める。 

毎回スロースターターな 2 人、直前の天気を確認するまで行くか必至に悩む。そして、恒例

直前ドタバタ荷詰めをして山行に挑む。参加予定者 1 名、日にちを勘違いし、先輩を独り占

めの山行になった。私には棚から牡丹餅気分である。 

尾瀬は３回目の来訪だ。１回目は水芭蕉の時期に来たが、至

仏は植生回復期間中ではいれなかった。２回目は会員バス

ハイク、天候が悪く山にはいけなかった。よって、尾瀬＝木

道しか歩いていない。

鳩待峠は既に満車、第一駐車場はパンパンの中かろうじて

駐車スペースを発見。乗り合いタクシーで登山口に向かう。 

3 ヵ月半の登山ブランクと夏山を十分歩けていないので、

前腿の筋肉が確実に落ちている、BODYの側筋も落ちている。 

山の高度感にもなれるまで時間がかかる。。。出足がとても

キツイ、そして暑い、踵にテーピングを忘れマメを作ると

失態続きだ。今季、初冠雪は早かったが、暖かくなるのが

早く見える山々は雪が少ない。そんな山々をみながらゆる

っと 2 人、チェーンスパイク、ストックで山頂までいって

しまった。

先輩は脚力が違うので、下山もチェーンスパイクであった。 

山頂は大勢のバックカントリー者でにぎわっていた。そんな中二人、爆発しそうな中国製ガ

ス器具でお湯を沸かし、美味しいコーヒーを飲みながら山を眺めまったりしていた。

中国製ガス器具は小型軽量で冬山非常用装備にはとても良い。

私も購入したが火災が起きそうで未使用、外での使用に限定したいと思う。下山は軽快だ。

足の後ろ側の筋肉は鍛えているので全く辛くない。下山はサクッと終わってしまった。心地

よい山行であった。

勝さん、いつもありがとうございます。これからもどうぞ宜しくお願いします
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燧ヶ岳と尾瀬方面   谷川方面 
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大野山 （７２３ｍ） 

記：兼堀 善和 

・山行日  ４月２４日（土） 

・参加者  Ｌ兼堀善、兼堀恵、大門、尾崎、澁谷、浅井昭 

・コース  車 獨協大学前駅西口５：３０出発～７：３０平山駐車場７；４０～８：１５

登山口～８：３７共和小跡～１０：０５イヌクビリ～１０：２０大野山山

頂１０：５０～１１：４７深沢三差路～１３：００平山駐車場 

 本格的な山行シーズンに備え何処か行きたいなと思い、６年前に忘年山行で行った大野山

を思い出し、大野山３回目の山行計画を建てた。感染防止を考え自家用車で行く事にしたが

駐車場がない、仕方なく酒水の滝入口の駐車場平山駐車場に止める事で出発した。 

 駐車場も山頂も人は多くなくてよかった、駐車場から車道を進み２４６号沿いに左に進

み、標識に従って右に車道を進め、細い道に入って家並みや杉林を抜けて行くと、旧小学校

共和小跡にでる、１０分程度歩いたカーブが登山道入り口だ、そこから地蔵岩コースを選択

して尾根道を登り左に巻いていくと牧草地の一角に出る、そこからは階段の始まりだ、途中

きつかったが、二頭の牛に癒されかり涼しい風に暑さが和んだりして階段を昇りつめ尾根上

の車道を左に進むと、車上が交差するイヌクビリに、木彫りの可愛い動物を眺めて、ひと登

りすると山頂だ、北に丹沢湖や丹沢主稜線、西に富士山がまじかに迫って眺め最高だ。 

 ３０分程度昼食時間楽しんでから下山開始したが、ここで私の判断ミス登ったコースと違

う道をと思い深沢に下りるコースを選択したが、ずっと車道続きで、つまらなかった、次回

は谷峨駅に降りるか、登り道ピストンにしよう。 

参加頂いたメンバーの皆さん有難うございました。 
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離山（はなれやま） 
■ 日  程 R3.4.28（水）   記：小林いつ子 

■ 場  所 軽井沢 離山 

■ メンバー 小林い・浅井ゆ・小野寺・松田

■ 歩  程 5：30松原西口―軽井沢 雲場池 P-20ー8：00離山東登山口ー10：10山頂 

 ー11：30雲場池 P 

 以前、中仙道街道歩きで離山に沿って歩き、今度々

と想い、やっと来ることが出来た。 

いわゆる、軽井沢の里山である。テーブルマウンテ

ンの異名も有るらしいが、上の方は平坦では無い。

軽井沢の駅から浅間山を見ようとすると、離山越し

に見ることになる。何とも気になる山だった。皇女

和宮も御籠から眺めたに違いない。登山口からは広

い砂利道となる。山道らしい所は少なく、階段が多

かった。天気が下り坂なので小寒い。展望のある所

に出ると雷除けのあずま屋と無料の望遠鏡ある。地

図によると山頂への道はいくつか有りそうだ。山頂

でみた浅間山は黒い雪雲でてっぺんは見えない。風

が冷たいので追われるように、下山した。地図と道

標はいたる所にあるが、見間違えて遠回りしてしま

った。それでも 12時前には雲場池 Pについた。別荘

地の皆さんの散歩コースになっているのか、すれ違

った 2組の方々はペット同伴であった。 
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山の友からのメール・２０２０年 松浦 剛 

過日久しぶりに松本で看護師として働いている、女性クライマー（長田、沼田さんは大宮 AC

で知っている）からメールが在った。昨年は後立山連峰の爺岳の東尾根を２月に登ったとの

報告が在ったが、彼女は東尾根を単独で登った様だ。昨年か，一昨年に鈴木勝さんから爺岳

の東尾根をやろうとの話が出たが、天候悪化だったと思うが取りやめとなった。今年は何と

北海道の冬の利尻岳にいどんだ様だ。アイスクライミングもやって居るが、彼女の登山はあ

くまで山を登る事が主体で在り、出来れば登攀によるバリエーションルートからか、又は冬

期に山を登り山頂に立ちたいのである。 

送られて来た利尻岳とアイスクライミングの写真 

彼女が我が家に来たのは８年ほど前であり、草加山の会のホームページをみて我が家をたず

ねて来た。訪問した理由は、私がどの様な本を読んで文章を書いているのか興味が在ったか

らだと云っていた。我が家の本と、私の今までの登攀記録を見て納得して帰って行った。当

時は東京に住んでおりコンピューターのプログラマーであった。我が家には３度ほど来たが、

その後看護師を目差し勉強し東京を離れ松本の病院に勤務した。現在４０歳位になっている

と思うが、やっと良いパートナーとも出合い結婚もし、共に山を登って居る様で今は幸せそ

うだ。山登りの為に今はフリーの看護師とし勤務しているという。 

当時の彼女の悩みは、良い女性の登攀パートナーが居ない事であった。実力ある女性クライ

マーの多くがこの問題で困っており、男と行くととかく問題が起きることが在り避けたかっ

たようだ。夏場はスピーデーに上り下りするので問題ないが、積雪期の登攀は時には二人で

ビバークする事となり、誤解を招くことが在る。一度、彼女に危ない登攀は控えないと、お

父さんお母さんが心配するよと云ったが、父と母にはそんなことを云われる筋合いはないと

反発していた。あまり仲が良くなかったようだが、本を何冊か上げていたので、お礼にとお

米を持ってきた。妻と食べたが大変美味しく、聞けば新潟の実家は農家であり、無農薬の米

を栽培しているという。早速新潟に電話して米を取り寄せたが、大変美味しく現在では親戚

友人にも送ることになり、今年は１５０ｋｇ程注文しなければならない。勿論銘柄は「コシ

ヒカリ」である。
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奥秩父 南天山・秩父槍ヶ岳（途中まで） 
記：山口裕史 

山行日：2020年 5月 2日（日帰り） 

メンバー：L:山口裕、青木慎、鈴木勝、東（お試し）

コースタイム：南天山 3時間

南天山登山口 8:56－9:15 法印の滝－9:30 二又分岐－9:34 南天尾根－10:30 南天山 10:50－

11:26 二又分岐－11:53南天山登山口 

コースタイム：秩父槍ヶ岳途中まで 3時間 15分

12:25 秩父槍ヶ岳登山口（相原橋）－12:45 野鳥観察小屋－14:15 野鳥の森歩道終了点 14:30

（タイムアップで引き返し）－15:40 登山口

今回はなるべく人の少ない山に行こうと考え、奥

秩父の奥の山を目指しました。ここまで入るのに結

構遠いし、欲張って 2座登ろうと画策したのですが

…。結果的には、秩父槍はタイムオーバーで途中下

山。もう 1時間は早く着いておきたかったです。 

南天山は沢沿いの心地よい登山道、山頂からは両

神の好展望と思っていた以上に良い山でした。お目

当てのアカヤシオは少し残っていましたが、既に散

り際でした。山頂からは両神山から秩父北側の岩峰

が見渡せてなかなかいい景色でした。時間的には 3

時間程度で歩けるし、危ない所もないので初心者に

もお勧めの山です。 

対して秩父槍ヶ岳。分県ガイドに掲載されている尾根直登ルートは廃道になっていて登っ

てみたかったですが、今回はお試しの東くんに無理はさせられないので辞めました。この時

点で往復に 1時間かかるので、タイムオーバーはわかっていたのですが、14時まで登って帰

ってこようとスタートしました。 

野鳥の森歩道って名称から、鳥のさえずりを聞きながら気持ちよい登山かと思いきや、登山

道が沢から離れると急坂が待っています。滑ったらアウト。特に下りは慎重を要しますね。 

稜線ではアカヤシオが残っていたのはせめても

の救いです。ここから尾根沿いになりますが距離

はないのに片道 1時間かかることを考えると結構

峻嶮なのだろう。往復で 2時間、下山で 1時間を

考えると 18 時回ってしまう可能性があったので

今回はここで終了。また機会があったら再訪しよ

うと思います。 

久しぶりに若手と一緒に結構イイペースで歩き

ましたが、体力落ちていることを認識しました。

夏までに適度に登って基礎体力戻したいところです。 
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立山雄山登山一ノ越より BCスキー 

5/3 扇沢 P8:00→9:50 室堂ターミナル 10:05→10:50 雷鳥沢テン場(設営)13:00 昼食 13:30→

テン場南西斜面ハイクアップ→14:45 テン場

5/4 テン場 6:45→8:40 一の越山荘 9:00→9:50 雄山 10:15→10:50 一の越山荘 11:15→滑走→

テン場 12:10

5/5 テン場 6:20→19:40 室堂ターミナル 8:05→9:50 扇沢 P 

悩みましたが今期最後の新雪を期待して立山に行ってきました。結果から言うと 3 日間のう

ち中日のみ晴れでしたがその一日だけ

でも大満足でした。 

スタートで出遅れる、朝イチの便でな

くても良いかと思っていましたが、観

光客と一緒になると気を使うし混みま

すので登山とかであれば朝イチの便が

おすすめです。 

室堂ターミナルでシール張って降り立

つがガスで周りが見えず、それでもま

だホワイトアウトでないのでマシです。

シールでトボトボと進むが荷物が肩に

食い込む(汗)進んで行くと、人だかりが？雷鳥沢キャンプ場への最後の下りです。荷物が重

いので慎重に滑るがアッという間に荷物に引っ張られ後傾になり転倒する(笑) 

起き上がって何とか前傾を保ち無事滑り降りる。テン場では皆、本日夕方からの風雪に備え

てテントが隠れるくらいの穴を掘っている(笑) 

適当な所を見つけて自分達も掘り始めるが時間が結構かかってしまう(汗)また風雪も強くな

り始める、ようやくテント設営して

昼食取って、テン場すぐそばの南西

斜面に出かけるが、途中からホワイ

トアウトで周りが見え無い、右手の

登山道に沿って細かくジグ切って登

るが、相方がジグを嫌うので左手方

向に延々と伸ばすと、いきなり足元

の雪が無くなる(汗) 

ガスに巻かれる前に、ある程度雪面

の形状を覚えたつもりだったが、思

ったより左に行ってしまたようでし

た。大した斜面では無いと思ってい

たのがこういう状況になると途端に急斜面に感じてしまいます(笑)そのまま滑走しようかと
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思ったが、その場ではヒール固定できないので向き変えて戻る。相方も落ちてきてしまった

ので態勢立て直して一緒に戻る。 

適当な所まで上がってみたものの風雪

のホワイトアウトで周りが解らず。。。

結局登山道沿いに板を横にしてズラし

て降りる事になる、平標山に引き続き

消化不良のままテントへ戻り宴会して

ると雷まで鳴って更に風雪が強まる。

夜に雪かき 2回必要でした。 

4日朝、外に出てみるが陽はまだ差さず。

一面真っ白（銀色）な世界が広がり月が

ぽつんと浮かんでいる、ここは何処

だ？北極とか南極だと言われても信じてしまうような風景でした。周りのみんなもワクワク

ソワソワしているのが分かる(笑)昨日滑った斜面には既に何本かシュプールが刻まれ、更に

登っているパーティーもちらほら、反対側には雷鳥沢が広がり剣御前小屋が見える、当初は

ここを滑ろうと言っていたが、目の前にすると斜度が強く感じてビビる(笑)昨日までの降雪

もあるので中山カールあたりと相談したが、どうせならお山に登りたいので板を一の越山荘

にデポして雄山を登って降りて一の越山荘から滑って戻る計画に変更する。途中真砂沢滑る

パーティーが左にそれていくのだが人と山の対比というか大きさが解り、白い雪面のうねり

が光を反射して高揚とも緊張ともつかない何とも言えない感情が湧き上がってきました。ひ

たすらシールで上がっていくと 2450ｍ過ぎた辺りから風が強くなってくる。汗をかいて暑い

くらいだったのでちょうど良いと思っていたが冬型が残っていたのだろう思いの外寒くなっ

たのでハードシェルを着込んで登る、一の越山荘に着く頃には、風が強まり雄山に登らずに

帰るパーティーも出てくるが、登る事にする。板を外して変わりにアイゼン装着して、スト

ックの代わりにピッケルを持って、雄山へ Go！ 

岩場が結構多くてアルミのアイゼン

が削れるなどといらん心配している

とアイゼンが外れる(汗)ペツルの軽

量タイプなので長さ調整が紐な為、伸

びたようです左右とも一コマ詰め直

す、しばらくすると同じタイプを履い

ている相方のも外れた(笑)アイゼン

は慣らし運転必要です。 

兎に角風が強くてメットしてフード

被っていても寒いてか痛い、しかも最

近全然登っていないので息切れも酷

い(T_T)ひたすら我慢で登るとようやく雄山の頂上へ！ 
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小屋に隠れると風も感じ無い陽だまりの中で休憩してから、裏側へドロップインする人を見

送り、神社へお参りする。神社に行くと劔が見えてテンションがあがる！！ 

お賽銭入れてお参りして戻って下山開始。幾分風も収まって来た感じもするが、まだそれな

りに吹いている、登ってくる人たちを何とか、かわしながら一の越山荘へ戻るとアレッ？風

も殆ど収まり、所謂残雪期のピーカン天気！！陽だまりで休憩して準備して滑り出すが、滑

り出しは硬い！しばらく右手方向にトラバースしてから落としていくと昨日の雪が飛ばされ

ずに残っている良い斜面に入る。壮大な景色の中、季節外れの雪に恵まれて、たまりませ

ん！！脳内汁を感じるも楽しい斜面はアッという間に終わってしまいます。高度が下がるに

つれて雪が重くなり走らなくなる。登り返しも考えたが気温も上がってきたし雄山の登山で

腿がガタガタになってしまったので大人しく戻って雷鳥ヒュッテで生ビール飲む事にしてテ

ン場に急ぐ、テン場でデポしてお金持って雷鳥ヒュッテへ！大日岳を見ながら飲み干す生ビ

ールは堪りませんでした！早く着いたので、外で宴会して早めに撃沈。。。明日の天気は雨予

報で朝から悪い為かテントは半分くらいに減っていました。 

雨の撤収は憂鬱だなぁと思っていたが、テントを叩く雨音がしない？外に出てみると、暗雲

立ち込めて風が強いが、まだ降っていない。帰るだけなので、のんびり朝食取る予定でした

が、降る前に撤収しようとなり、速攻で片付けだす。雨の予報だったので気温高めかと思っ

ていたが、撤収が終わる頃には寒くなってきた。部分的に寒気が入ったのか？またしてもゴ

ロゴロ言い出す（汗）雷 3 日とは良く言ったものだと感心したが、振られる前に何とかテン

場を後に出来た。暫く歩くと風が

更に強くなり、みくりが池近くに

来ると霙混じりの雨というか霙が

容赦なく叩きつけてくる。何とか

室堂ターミナルに辿り着き一安心。 

あとは来た行程の反対を繰り返し

て戻るだけ。黒四ダムの歩きでヒ

ーヒー言って扇沢へ着くと時々小

雨くらいです。後立山が雲を遮っ

てくれるのか？外界に降りると雨

は無く終始曇り空でした。薬師の

湯でお風呂入ってテンホウでご飯

食べてもどりました。 
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大台ヶ原（大杉峡谷登山口～日出ヶ岳～西大台） 

記：矢野 智司 

日時：2021年 5月 7日～9日 

メンバー：Ⅼ榊原、鈴木か、松田、青木、矢野

コース：7日 前日 21:30池袋発夜行バス→大台町→大杉峡谷登山口 12:20～桃ノ木小屋 16:00

（泊） 

8日 桃ノ木小屋 6:45～日出ヶ岳 12:20～大台ヶ原周遊～心・湯治館 15:15（泊） 

9日 心・湯治館 7:45～西大台周遊～心・湯治館 12:00～帰路 

自分では絶対に思い付かない大杉谷→大台ケ原＋西大台を歩くきっかけを作ってくれたリー

ダーに改めて感謝です。 

首都圏からの夜行バスを利用しましたが利用者は我々5 名のみ、その後の登山バスも 9 名、

桃ノ木の宿泊者も同じく 9 名、その後の行程も終始ゆったりと過ごす事が出来ました。バス

での密が一番不安で事前に確認情報もありましたが、貸切とは。。。 

1日は桃ノ木山荘までの大谷峡谷歩き。小雨が降る中でしたが、黄緑の木々と多くの滝が素晴

らしい。写真を撮る機会も自然と増えますが、写真では中々伝わらないのが残念。すげぇ－、

と語彙力の無さを忘れて見上げる場面が多々ありました。 

雨が残念でしたが、3 日目の西大台で「先日の雨が苔を際立たせて綺麗だったでしょ」と言わ

れ、初日の小雨は良かったと思える我々はなんてポジティブなんだろう。。。 

桃ノ木山荘に着くなりスーパードライをプシュ、たまらん。宿泊 9 名（我々5＋2＋1＋1）と

ゆったりしていたこともあり、快適に過ごさせてもらいました。20時消灯 

2 日目は天候回復、20km 近く歩く予定。前半は引き続き大杉谷エリア、後半は大台ヶ原エリ

アと雰囲気が異なるエリアを歩きます。

出発後しばらくすると七つ釜滝が現れます。息を整え、足元に注意しながら進み、2時間ほど

で峡谷から離れ尾根を急登。堂倉避難小屋からは普通の登山道となります。 

シャクナゲ坂、シャクナゲ平と続きますが、9割つぼみの状況でした。

日出ヶ岳まで来ると急に人の気配が、、、ビジターセンターから 1 時間程度のハイキングコー

スになっており、若いグループがちらほら。バンザーイ写真のご家族！写真ありがとうござ

いました。 

大台ヶ原エリアを周遊し、本日の宿「心・湯治館」へ。ここでも着くなりスーパードライをプ

シュ、たまらん。その後ビジターセンターにて西大台へ入山する為の事前レクチャーを受講、

認定を受けなければ立ち入れません、入場者数も制限有り。環境省が関与している為か、、、

厳しい、しっかり？！宿でお風呂、食事を満喫し、21時過ぎ消灯 

3日目は有人ゲードを通過し西大台エリアへ。荷物は宿に置かせて頂き、荷軽で脚にも助かり

ます。。。日本で最初の利用調整地区との事でしたが、この日の事前予約は我々5名のみ、山中
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でも認定証の確認を求められ少し驚き。苔多い自然の山歩きを大満喫。 

苔の成長度合いが分かりにくいのですが、時間を掛けて育ってきた事を感じさせる苔生す倒

木が多くありました。 

宿に戻り、荷物を整理。本来であれば 15:30 のバスですが、素晴らしい巡り合わせが有り、

12:30 頃に大和上市駅へ向け出発（先方に迷惑を掛ける可能性があるので詳細は伏せます）当

初の予定では帰宅が 23時を過ぎる予定でしたが、3時間以上早くなり、非常に助かりました、

改めてお礼申し上げます<(_ _)> 

やき餅のお土産まで頂き、急行列車に滑り込む、忘れられない旅になりました。 

＜写真集＞
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大山（霧降高原） 

山行日：2021/05/11  記：遠藤みゆき 
メンバー：殿塚 洋一（L）、森 花江、井居 奈美、遠藤 みゆき
コースタイム 5時間 16分
隠れ三滝入り口（7：56）→丁字滝（8：01）→玉簾滝（8：21）→マックラ滝（8：51）→
大山（10：32）→丁字滝（13：03）→隠れ三滝入り口（13：07）
→霧降の滝（13：39）
朝、空が曇ってきた。しかし、現地に着くと良いお天気になった。
7 時 30 分霧降高原に到着しました。山ツツジやハナヤシロがお出迎えしてくれました。

なんて綺麗なお花の山でしょう。。。今日はちょうど見頃でした。 
去年の今頃はコロナで山登りもお花を見に行くことも出来ず不完全燃焼でした。 
今年は 4月に桜、5 月につつじ、6 月は紫陽花かしら？自分でも計画して行こうと思ってい
ます。隠れ三滝＋霧降滝。どの滝もそれぞれ特徴のある美しい滝でした。 
私にとって霧降高原は両親との思い出の場所です。母に「どこかつれていって」と頼まれ私
が連れていけるところでした。毎年 3 人で紅葉を見に行ったり温泉に泊まったりと今となっ
ては楽しい思い出です。（父は 3／16永眠しました。） 
そんなこともあって今回、参加しました。 
牛の姿は見えないけれどのんびりゆったり牧場を歩くのは気持ちいい。 
目の前に聳える女峰山。その奥の男体山。いつか登れるかしら？ 
そんな思いを秘めながら休憩ついでに眺めていました。 
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今日は頑張ったご褒美に日光の天然氷と 
とちおとめを使った自家製シロップのかき氷を 
頂きました。 
そして温泉は近くの大江戸温泉物語日光霧降で日帰り入浴をしました。 
（タオルなし 820 円）
露天風呂は開放感があってゆったり出来ます。
これも山行の楽しみですね。
今回ご一緒させて頂いた皆様、楽しい山行を
ありがとうございました。
どうぞこれに懲りずまたご一緒させてください。
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鳴虫山
■ 日  程 R3.5.24（月）   記：小林いつ子
■ 場  所 鳴虫山
■ メンバー L新島・小林い・大門
■ 歩  程 6：26草加－東武日光－8：45登山口－11：00山頂－3：30下山
コロナ渦ではあるが日光の鳴虫山に登ってきた。ツツジは登るほどにちょっとづつ見られるよ

うなるが、今が一番という花は少なく、「だよね！」という気分だった。でも、その分青葉が素晴
らしい！！足元は檜や杉の根っ子が危なっかしい！緊張の連続だ。
運動不足が足に来る。行程の殆どが樹林帯なので、下界は暑いが、帽子もかぶらずにいられた。
最後までどなたとも会わず、静かな山道に聞こえるのは、私達の声と息づかいだけ。
 久しぶりの電車山行楽しかった。メンバーさん！ありがとうございました。
＊ヤシオの湯は緊急事態宣言及び蔓延防止措置の出ている地域の人は入れません。
他の温泉も確認の必要が有ります。
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ベットの前と絵画 ２０２１年５月２５日 松浦 剛

現在の私はベッドで寝起きしているが、中々具合が良いし寝起きが楽である。 

ベットの前にはテレビがあり、周囲は絵が飾ってある。画家の絵も飾るが、時々 

は自分の描いた絵も飾ることが

ある。私が入院してしまい、妹と

義妹の家族が私の家に積んであ

った沢山の本を、本棚のある２

階の部屋に全て押し込んでしま

い、部屋が本で埋まっていた。こ

の本の処分に頭が痛いが、その

中にスケッチブックが纏めて本

の下にうずくまっていた。中に

は中学時代のスケッチ画があり、

その絵を部屋に飾って見ている

と、自分の絵が中学３年生頃か

らあまり上達していない様だ。 

中学卒業後は真面目に絵を描い

ておらず、４８～４９歳の時の

２冊のスケッチブックと、昨年暇に任せて画いたスケッチブック 

 中学２年生のスケッチ画      中学３年生のスケッチ画 

が１冊残っているだけであった。それでも山の会でスケッチ部を作った時には小さなスケッ

チブックが数冊あり、テントサイトの表紙絵もあった。

私も今までの様に行動出来ないので、読書以外に家で楽しむ事も考えなくてはならず、絵を
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見る事が好きな私としては、やはり今後絵を描く事を真面目にやってみようと考えている。 

３０年前のスケッチ画「菖蒲」 

私は４７～４８歳頃に渡辺崋山の本を何冊も読んでいた。田原藩の家老、蘭学者、画家と３

つ顔を持つ崋山は親思いの武士で尊敬すべき人物である。崋山の絵は国宝として国立博物館

に所蔵されるほど、画家としての名声は高い。この崋山の書に「人間は歳を取ると物を確り

見られる様になるので絵も上手くなる」と書かれていた。此れを読んで私は花の絵を描いて

みたが、確かに若い頃よりは正確にスケッチすることが出来た。これを機に４８～４９歳の

２年間家に帰ると２時間程絵を描いていたのが、スケッチブックとして２冊残っている。 

私は絵を描くとしばらくして山登りに夢中になった。１５歳まで絵を真面目に描いていたが

１６歳で山登りを知った。４９歳頃から山登りの再開を考え５０歳頃から山登りを再開し、

５６歳で草加山の会に入った。いずれも絵を止める時に登山を始めている。今回は登山が出

来ないので絵に向かうのかも知れない。 

愛知県の知多半島田原の町には渡辺崋山が５０歳で自刃した家が保存されており、田原藩の

城跡には崋山の記念館もある。２年ほど前にここを友人と訪れ大変感動した事を覚えている。 

松浦 剛 



編集後記 
この度、編集をするにあたり新しいことがありました。犬を飼いました。（2 代目） 
この子がやんちゃで、編集中も噛む、原稿をを食べるなどよく邪魔をしてくれました。 
傷だらけになりながら編集しました。言い訳になりますが、DropBox も初めてですし 
普段パソコンでの作業はしていないので誤字脱字など行き届かないところが多々あったと 
思いますがお許しください。皆様のご厚意によって草加山の会は成り立っております。 
沢山の投稿を頂きありがとうございました。編集を終えやっと一息ついております。 
そして、この作業は好きでない。締め切り間近の投稿もあり、編集中は寝不足が続きました。 
ほとんど榊原さんに作成して頂きました。ありがとうございました。 M.E 

そんなことないです。苦労しながらも、頑張っていることは良くわかりました。 
私も社会人になるまで PC 操作はできませんでした。なので、慣れです。 
本当にお疲れ様でした。 
あらためて感謝申し上げます。      N.S
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