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富士山  2010 
 

昨年の暮れから年初めの山行で、参加者の皆さんから素晴らしい富士山の写真を 

送って頂きました。原稿に載せ切れませんので「富士山特集コーナー」を作りました。 

どうぞ存分にお楽しみください。 
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  2/7 大菩薩にて             12/31 七面山 敬慎院（隋身門越し）  
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12/27（早朝）高速上より               1/24 毛無山にて 
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表紙絵のことば甲府盆地が果樹園の桃の花でピンク色に染まる頃、昨年スケッチ山行

に出かけた。幸い晴れて、遠く南アルプスの山々もうっとりするほど美しかった。 

今年もその季節が近づいてまーす。      鈴木宮子 
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小野寺英子 

「えっこ、山に行くのもう止めろよ！」毎年、正月に会う同級生の別れ際の言葉

にいつも笑って大丈夫、心配いらないよ･･･と別れる。  

同級生と会うようになったのはもうどの位になるでしょう？42 歳「男の厄年」に双子

の兄達二人を一ヵ月半の間に心臓の病気で亡くした。あっと言う間の出来事に近くに

住んで、小さい頃から甘えて、頼りっきりの私は全く近くに兄弟の居なくなった不安

に、気持ちを落ち込ませ、それでも無理して田舎の母を慰めるつもりの電話に…ふた

りで泣き泣きという事もどれ程続いたでしょう。兄の葬儀に同級生が参列して呉れて

たのを思い出し、関東近県にいるで有ろう中学時代の同級生（意外と近くに住んでる

かもしれないと）を探し出すことに没頭した。古い名簿や実家の母に頼んだり…と、

近県はもとより、北海道・四国･富山にもＴＥＬをして確認し、それぞれの近況を知る

事が出来た。それがきっかけで、故郷で同級会をやるまでになった。それから、関東

の人達で毎年一回、正月に無事を確認し合って来たけれど、もう 5 人の友が亡くなっ

てしまい、会う度に寂しさを感じ合ってます。 

ですから、私の事は一番危っかしく、遭難のニュースに「まず、えっこの名前を探す」

と今年もみんなから、山を止めろ…！！と迫られ、参ってしまった。特に卒業時の私

は小さく、体も弱く、60 歳をとうに過ぎてるのに、現実の私は想像外で気になるらし

い。それに年齢もだいぶ重ねてきたもんで･･･（苦笑） 山の事を知らない札幌の姉や

実家の兄も全く同じらしい。でも、心配して気に掛けて呉れる気持ちは、本当に有難

いし、申し訳けないなぁといつも思ってる。  山の会に入会して丸 12 年が過ぎた。 

自分でも今迄の私は想定外･･･！？怖いもの知らずで何処にでも行きた～い主義の私は

会の人達をさぞ困らせ、迷惑を掛けた事でしょう。本当に済みません。有難う御座います。 

お陰様で簡単には行かれない、西穂の縦走や槍穂の縦走、剱岳や厳しい雪の山々、数え切

れない程の山行を終え、今の私は大～大満足です。山を知る前の私といえば、家の中でラ

ジオを相手の仕事や在宅ヘルパーの仕事と家庭的な“おなご”でした･･･！？ 

その変貌ぶりに一番振り回されたのは『夫』でしょう！！休みの度に山に行きたがる私に

怒り、時には山へ出掛けにケンカをしたまま、3 日間山へ行ったきり、2 度目の槍穂で 

ケガをして帰った時の怒りは 高のものでした。『山を一切止めろ…！！』と迫られ 

参りました。5 年前には大きな頭の手術をしたりと、ハチャメチャな生活によくぞ耐えて

呉れたと思います。今では、何を言っても云う事を聞かない私に、諦めを通り越えて、 

見捨てて呉れたようで有難いことです。（笑） これからは自分の体力の衰えを自覚して、

山を選び、皆さんに迷惑を掛けないようにしないといけませんね。  

「ほら見ろ！いい歳をして無茶するから」･･･と云われないうちに･･･ね！！  

草加山の会も若い人達の入会で平均年齢も少しだけ下がり、（笑）活気が出てきて、  

将来が楽しみになって来ました。 

足を引っ張らない程度に、足腰がダメになるまで山は続けま～す。よろしく･･･ね 
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平成 21 年 12 月～平成 22 年 1・2・3 月の山行実績及び計画 

［山行実績］                       リーダー部 

山行 日程 山岳名 リーダー    参加者名 

個人 12/27 竜ヶ岳 山口（ひ） 山口敏・他 2 名 

個人 12/30～31 七面山 沼田 他 1 名 

個人 12/3～1/2 硫黄岳 鈴木（廣） 他 1 名 

個人 1/1 岩舟山～太平山 山崎 下川 

個人 1/2～3 大菩薩峠 樋口  

会 1/3 高川山（正月山行） 小野寺 

黒澤・都澤・松田・上原・大門

大畑・張替・新庄・小林い・前

田 

個人 1/11 黒斑山 山口（ひ） 山口敏・他 2 名 

個人 1/16 石割山 山口（ひ） 山口敏・都澤・浅井祐 

個人 1/16 帯那山～棚山 園木 

山口敏・鈴木宮・下川・小野寺

沼田・芳野・小林い・千葉・張

替 

個人 1/23 湯の丸山（山スキ

ー） 

松田 園木 

個人 1/24 嵯峨山（千葉） 上原 黒澤・小林陽・新庄 

個人 1/24 毛無山 山本 
千葉・尾崎・阿部・新島 

加藤・都澤・浅井祐・八並 

会 1/31 
湯の丸山 

（雪上ハイク） 
松浦 

山崎・沼田・下川・山口敏 

浅井祐・山口ひ・松田 

個人 1/31 百蔵山 千葉 中島・鈴木里・鏑木 

リ 2/7 

大菩薩嶺 

（谷川雪洞中止の

為） 

浅井（昭）

石井美・樋口・松田・千葉 

小野寺・山口敏・山口ひ 

個人 2/14 甲州街道 石井（美）

関口美・鈴木ひ・阿部・加藤 

鏑木・黒澤・千葉・畑野・小林

陽上原・鈴木里・池本・杉山・

中島・平野・大門・和田・大木・

木原 

個人 2/14 岩殿山 小野寺 小林い・松田 

個人 2/14 日光戦ヶ原ハイク 山崎 下川 

個人 2/20～21 北横岳 山口（ひ） 沼田 

個人 2/20～21 北八ヶ岳 浅井（祐）

山本・下川・前田・浅古・小野

寺芳野・関口美・尾崎・畑野・

山崎 

 

[山行計画] 

個人 2/26 夜 ～

28 
八ヶ岳 阿弥陀岳 松浦 

鈴木勝・山口ひ・沼田 

会 2/27 房総富山・伊予ヶ岳 浅井（祐） 山崎・他 14 人 

個人 
3/7 三依山（雪山地図

見） 
園木 

山崎・山本・山口敏・小野寺 

会 3/7 吉野梅林・御岳山 松浦 阿部・石井文 

個人 3/21～22 上越タカマタギ山 山口（ひ） 園木・沼田・浅井昭 
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私と山との出会い     記：新島和子 

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

私は父親の仕事の関係で小学校の６年間を北海道の恵庭市で過ごしました。「恵み

の庭」生活の中に恵まれた自然が何気なく溶けこんでいる、そんな町でした。春にな

るとスズランの群生地で遊び、夏は近くの公園の湧水で水遊び、秋の遠足はリヤカー

にガスボンベを積んで皆でカレーを作って食べたり、冬は家の裏の田んぼに張った氷

の上でスケートの練習をしたり、夏休みになると車にテント（当時は黄色い山角テン

ト）を積んで北海道の隅から隅まで家族と旅行三昧・・・けっして豊かではなかった

けれど毎日が楽しかった。私のアウトドア指向はその中で芽生えたものだと思います。 
 

私と山との出会いといえば恵庭岳（標高１３１９ｍ）でしょう。小学校の通学路、

毎日毎日、恵庭岳を仰ぎ見ながら春夏秋冬通ったものです。１９７２年（昭和４７年）

札幌オリンピックの滑走コースとなった恵庭岳、競技を直接観戦することはなかった

のですがいつも見ているあの恵庭岳に世界中の人々が集まってきていると思っただけ

で子供ながらワクワク、ドキドキしたものです。生活の中であたりまえにそびえ立っ

ていた恵庭岳。 
 

父をひとり北海道に残し群馬県館林市に引っ越してからは家族で旅行に行くことも

なくなりました。私が大学一年生の夏、１９８０年（昭和５５年）８月１４日父が富

士山に登ると言いだし、何の準備もなく用意された登山靴をはいて家族３人で富士山

５合目に車で向いました。しかし、どうしたことか車が渋滞で前に進まない。サイレ

ンがけたたましく鳴り響き異様な空気の中やっと５合目に到着すると大きな落石があ

り多数の死傷者がでているとのこと、救助隊、警察、報道、でごったがえしていまし

た。 

登山道は一時閉鎖。引き返すべきか・・・父の判断は車の中で夜明けを待って山頂を

目指すということだったので、翌朝、登りはじめました。母は８合目で高山病でダウ

ン。父と二人で山頂までたどり着き、無事下山。富士山に登ったという感動より、落

石という自然の驚異だけが印象に残っています。 

母が山頂まで行けなかった富士山。その

母と同じ歳に再び私が富士山の山頂に立

つことになるとは・・・なんだか不思議

な気がします。 

そして、２００８年６月２２日の山の会

主催バスハイク「玉原高原」をきっかけ

に草加山の会に入会しました。少しずつ、

自 分のペースでいろいろな山に挑戦し

ていきたいと思っています。 

これからも、ご指導のほどよろしくお願

いいたします。  

恵庭 
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山の失敗談！ ＠？≠§∞♪・・記：張替 清治 

 あれは、かれこれ 14～15 年前になりますか。まだ「草加山の会」

に入会する以前のことです。 

場所は日光で、道に迷い怖い思いをしました。何故かと言うと「鹿」です。下山で

一寸暗くなったなーと言う感じがして、道に迷ったことも分からなかったのですが、

だんだん暗くなり回りを見ると鹿の目が光っています。えー！こんな多くの鹿を見た

ことが今までありませんでした。鹿が「俺たちの領域に入るな」と言っているように

さえ感じました。自然の脅威というか本当に怖かった。  

又、奥多摩での山行は相棒と行ったのですが、五分と離れていなかったのですが、  

相棒が道を間違え、30 分待っても会えず、やむなく出発地点に戻ると会える事が出来

ました。 

 山に入ると、その時々によって色々様々なことがあるので、しっ

かり計画を立てようと思う今日この頃です。  

会員の皆々様、今後ともよろしく御願いします。  

 

 

 

 
 

 

七面山    －南無妙法蓮華経－ 

●山行日  平成 21 年 12 月 30（水）～31（木）         記：沼田真澄 

●メンバー 沼田真澄 他一名 

●歩 程  1 日目 羽衣駐車場 10：00→敬慎院 13：30（泊） 

2 日目 敬慎院 8：30→七面山山頂 9：30→再び山頂 10：30 

→随身門 11：00→羽衣 13：30  歩行距離：約 11km 

 

七面山（しちめんさん）は山梨県南巨摩郡にある山。山頂付近に 1982.4m の三角点

があるが、登山道からやや離れたところにある 高地点の標高は 1989m。身延町と早川

町の境にある。東側は身延山、富士川を隔てて天子山地と対峙し、西側には笊ヶ岳、 

青薙山など、赤石山脈南部、白峰南嶺の山々が連なる。日蓮宗の総本山である身延山

久遠寺の奥の院にあたる信仰の山で、日蓮の高弟である日朗上人が開いたといわれる。 

妻と雲取山の三條の湯に泊まった折、一緒になった方から七面山のことを聞いた。 

そして、金峰山の小屋で知り合った方からも勧められた。妻でも登れそうなので、2009

年 後のご来光を拝んでこようということで、二人で登った。 

 

一日目：表参道というだけあって、道は歩きやすく、所々道脇に「南無妙法蓮華経」

と書かれている千枚旗がある。敬慎院までは 50丁目となっており、時間も計りやすい。 
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そして、2・13・23・36 丁目には寺があり、休憩ができるようになっている。36 丁

目あたりから凍結箇所や雪があったが、問題はなかった。敬慎院あたりは雪が一面を

覆っていた。随身門前からの景色は絶景のはずなのだが、ガスがかかっていて富士山

も霞んでいた。到着時、温度計は-3℃を指していた。寺内で手続きをすませる。宿泊

代 3200＋御開扉代 2000 円也。今日は大晦日前で、参籠する方も少なく、他に二組。広

い部屋に三組が泊まる。ヒーターが一つ、コタツは二組。僕らが一番で、コタツでく

つろぎ、風呂に入った。そして、夕食、質素な精進料理。しかし、お神酒が二合つい

ていた。みんなが揃って、御開帳のため本殿へ。その後、夕勤。この夕勤は迫力があ

って正直驚いた。中盤で僧達に囲まれ、それからみんなそれぞれ彼らに秘孔？をつか

れた。そのお陰か、ぐっすり眠れた。 

 

二日目：早朝、座敷番の方

たちが颯爽と登場、横長布団

を一気に片付けた。朝勤に参

加。途中で座敷番の方が、ご

来光が拝めるからと呼びに来

た。みんなで外へ出て石段を

登り随身門前へ。富士山もち

ゃんと見え、右の方の雲海か

ら・・・すぅー、ポン。素敵

なご来光を拝むことができた。

みんなでお題目を三唱。そし

て、敬慎院へ戻り、朝食。皆

さんにご挨拶をして、山頂へ。この時、-11℃。山頂までは雪が積もっており、トレー

スがなかったが、歩きやすい道だった。山頂から奥の院の方へ向う筈だったのだが、

道を間違い再度山頂へ戻った。 

このとき結構雪が降っていたので、妻が心配だったが、寒いながらも頑張ってくれた。

結局道が見つからず、来た道を引き返して下山することにした。 

雪は、ずっと降り続いていた。下からは、ぱらぱらと登ってくる方たちが。下山する

のは、僕らくらいのもんだった。 後は、白糸の滝へ行き、女人禁制を解いたお万さ

まにご挨拶をして、無事終了。 

ご来光を拝めたのは、幸運だった。いつの日か、ダイヤモンド富士が見られる 3 月

か 9 月、上総一宮から出雲大社まで一直線でつながる光の

中に入ってみたい。 
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武 甲 山 （忘年山行） 

            記：大門 京子 

▲ 山行日 ：平成 21 年 12 月 13 日（日） 

▲ メンバー：（1 班）鏑木・平野・八並・鈴木里・松田・浅井昭・大門 

▲ 歩 程 ：松原団地駅西口 5：30＝（外環/関越道）＝8：05 宇遠橋（バス下車）  

       8：30 一の鳥居―9：50 大杉の広場―10：40 武甲山・御嶽神社 12：00 

      12：25 シラジクボー12：45 持山寺跡―一の鳥居―14：10 バス駐車場  

 予定の五時半過ぎに満員となったバスが発車。  

冬の夜明けは遅く、出発した時はまだ暗い。しらじらと明るくなっていく外を見なが

ら行く。武甲の採石場では、すっかり明るい。一の鳥居までバスが行かれないという

事でバスを降りて登山口まで生川添いに歩く。登山道に入ると平坦な道はなく、登り

の続く表参道を御嶽神社目指して、杉林の中をジグザグ登って行く。いくつもの丁目

石を見送りながら大杉の広場でホッと一息入れる。展望のない杉林を頑張って登る。  

一班が神社前まで到着した時には、早く着いた班

は早めの昼食に取り掛かっていた。 

神社前に荷物を置き、山頂直下の展望台に向う。 

遠く日光白根・男体山・両神・ 

浅間などが見え、反対側の眼下には石灰採掘場が

広がっている。昼食は各班自慢のスープでワイワ

イ・・！風が冷たくてとても寒かったので、暖か

いスープが美味しく暖かかった。 

 

 

 

忘年山行 武甲山              記：浅井祐子 

２班 L.浅井ゆ、SL.関口勝、鈴木廣、小林陽、新島、沼田 x2、 

 遠く西方に連なる連峰の右はしに、私が声を大にして指差せる唯一の山が「武甲山」。尖

った格好の良い山容である。が彼の山を目の前にするとその削り取られつつある山肌に何

とも胸痛む。削り取られきる前に 1 度は登っておくべき

か？となったかどうかは定かでないが、忘年山行の宴会

場の山と相成る。 

それにしても冬の秩父はさぶい !! でもみんな偉い !! 

さぶいのにバスは満席だ～ !! 真澄クンなんて奥さんま

で引っ張って来てくれた。何か特別メニューでおもてな

しをとも思ったが、私には 

トン汁しか作れません。でも美味しいと言って下さったので有難い !! 隣の班じゃ、「うち

はカルパッチョだよ～」とか言って、見せびらかすだけでお裾分けもありゃしない。その

隣の班はきのこ汁、ちゃんこ鍋と各班で温かい汁物で大賑わい。今年も怪我無く、無事に

山行を終えられそうだな～とこんにゃくかみ締めながらほっとする…。 
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      忘年山行 武甲山 １２９５ｍ  

★ 日 時  ２００９（Ｈ２１）・１２月１３日（日）      記 山口敏雄  

★ メンバー （３班）Ｌ千葉、ＳＬ松浦、黒澤、上原、大畑、山崎、山口（敏）  

★ アクセス （往路）松原団地５：４０＝草加ＩＣ（外環・関越道）＝花園ＩＣ＝ 

１４０号・皆野寄居道路・２９９号＝道の駅秩父＝鉱山駐車場  

（復路）武甲の湯入浴＝往路 

★ 登山コースタイム 生川（うぶかわ）コース～シラジクボ・持山寺跡経由コース  

   バス駐車場８：００～一の鳥居８：２０～武甲茶屋・釣堀８：３２～林道 

～水場（不動滝）９：０３～大杉の広場９：４６～急階段～武甲山御嶽神社  

１０：３０～山頂見晴台１０：４１昼食・・御嶽神社１１：５５～急降下  

～シラジクボ１２：１２～持山寺跡分岐１２：３６～登山道合流点（生川出

合）１３：０２～一の鳥居（小休止）１３：１９～駐車場１３：４０ 

 

 樋口リーダーの挨拶の後、夜明け前の松原団地を出発し草加ＩＣから外環・関越道  

に入り、高坂ＳＡにて休憩、花園ＩＣから国道１４０号・皆野寄居バイパスに入り、  

何処か懐かしい風布（ふっぷ）の 

山里の風景を走りトンネルを抜 

け、秩父道の駅にてトイレ休憩 

の後、横瀬から生川沿いの武甲 

山への道に入り、宇部三菱鉱山 

の職員駐車場に到着。身支度を 

して一の鳥居めざして歩きだし 

砂利道を抜け立派な舗装道路に 

出ると、バスが途中で止まった 

ことへの不満を口にしながら 

歩くこと２０分。一の鳥居に着 

いて乗用車やマイクロバスは入 

れるが、大型バスでは方向転換 

のスペースが無いことで納得。 

 鳥居の前の狛犬はどう見ても獅子ではなく狼のようであるが、野良犬だなどと失礼  

なことを言いながら登山開始。ほどなく生川集落のマス釣り場を過ぎ、生川沿いに急勾 

配でコンクリート舗装の一直線の林道をひたすら登ること２０分で１３丁目の丁目石  

を過ぎ本格的な登山道に入る。 

 急傾斜の杉林を登ること４０分で大杉の広場に到着。根元の周りを輪になって手を  

繋ぐと４人を要する大木であり、生命の偉大さを感じさせられる。  

小石や岩が露出する山道を登り続けると１ヶの石臼があり、こんな山の中に誰が 

何のために置いたのだろうか？まことに不思議なことである。  

 この先は階段の登りとなり、胸突き八丁の登りを過ぎると大持・小持山からの道に  

合流しすぐに立派な武甲山御嶽神社に到着。参拝の後、神社裏の武甲山山頂に登ると  
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山頂直下は石灰岩の採掘現場が迫り見るも無残な状況であるが、眼下に秩父市街を  

見下ろし、遥か北の果てに奥白根山・男体山をはじめとする日光連山、西に真っ白に  

雪を被った浅間山の大展望に接することが出来、山頂に立った喜びが湧きあがって  

来る。 

この後、柵を乗り越え山頂東側の２等三角点にタッチ。三角点は下部がコンクリー  

トで覆われており二等三角点の文字が読めなかったことがヤヤ不満であった。  

 神社に戻り、ビールで乾杯のあとに千葉リーダー兼総料理長自慢の「寄せ鍋」で  

昼食。鱈・ホタテ・椎茸・えのき茸・白菜・ネギの絶品鍋を堪能し、差し入れの温か  

い赤葡酒の馥郁たる香りとマイルドな味を満喫し、日頃の山行では考えられない豪華  

な昼食の後１１時５５分に下山開始。 

大持山・小持山を眺めながら武甲の肩か

らの尾根道を一気に急降下して１５分で

シラジクボの峠に到着。峠を左折して 

２５分で持山寺跡分岐に到着し、地図を

確認して気持ちの良い落ち葉の道と杉林

の道を下ること３０分で生川出合の登山

道合流点に到着。 

杉林のジグザグ道には朽ちた間伐材に苔

が密生しており、木漏れ日に輝いて何と

も言われぬ幽玄なたたずまいに満ちてお

り、実に楽しい下りであった。 

 武甲茶屋の脇を過ぎ一の鳥居で小休止の後、鳥居の下で一礼して自動車道に入り  

１３時４０分にバスの待つ鉱山駐車場に到着した。  

 帰路に「武甲の湯」に入り汗を流し無事の下山を感謝し缶ビールで乾杯！ これだ

から山登りはやめられない至福の一時であった。  

武甲の湯でツヤツヤとなつた善男善女・美男美女一向は帰りのバスの中で樋口リー

ダー始め忘年山行実行委員の計らいによるアルコール・酒肴と、恒例の「到着時刻予

想ゲーム」で大いに盛り上がり、又思いもかけぬ浅井さん差し入れの銘酒「八海山」

を賞味することが出来、本当に素晴らしい山行でした。  

企画していただいた樋口さんはじめ山の会の皆さんありがとうございました。  

 

 
 

武甲山 ちょこっとメモ 〔ウィギペディアフリー百科事典より〕    

● 武甲山は別名―秩父嶽・妙見岳・武光山と呼ぶ。日本武尊（やまとたける）が 

東征の際、自らの甲（かぶと）をこの山の岩室に奉納したという伝説に由来。 

● 日本二百名山の一つである。 

● 現在の御嶽神社は、明治の神仏分離・一村一社令が出た時に横瀬村（当時） 

５０余りの神社が習合されたものである。           小林い  
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武甲山    （平成 21 年度忘年山行） 

記：大木靖子 

■実行日：２００９年１２月 13 日     総リーダー樋口 (参加２８名) 

■メンバー：（4 班）小野寺、園木、畑野、関口（美）、樋口、大木 

■ 歩 程：松原（5.30）－外環―関越道―花園ＩＣ－宇遠橋（8.00）～一の鳥居 

～生川登山口～十八丁目水場～大杉の広場～武甲山頂（10.45-12.00）

～シラジクボ ~ 生川出会 ~ 一の鳥居 (14.00)~ 宇遠橋―武甲温泉

(14.25-15.17)―花園―松原(18.05) 

 年に一度の忘年山行、今年は 200 名山の一つ秩父の武甲山になり、山の会のガンバ

リ男、樋口さんが引き受けてくれました。 公開バスハイクに引きつづきリーダーを

引き受けて下さり、感謝しています。 

山は少しお休みしようと、自分なりに決めていましたが、メールで参加者不足の 

ＳＯＳを発見！公開バスハイクでお世話になった樋口さん、私でよかったら一人でも

増えたらと思いお願いしました。当日のバスは、何回か公開バスハイクに参加してく

ださった大畑さんの隣になりました。 人生論議やお互いの生き方、山の楽しさ、そ

して苦しさ、その後じっと出てくる心に残る懐かしさなどを話し、長い道のりもあっ

という間に着きました。 

さて、山行は花園ＩＣから秩父に入り、一の鳥居迄入るはずでしたが、ずっとつづ

いた石灰工場が終わると同時に宇遠橋で急に道が狭くなり、中型バスは無理。ここか

らは 4 班に別れ、歩き始める事になりました。 天候は曇りでしたが雨は心配なく、

予報どおりであれば、だんだん晴れてきて風もなく、穏やかな陽だまりハイクなる予

定です。 

リーダーの樋口さんが調べてくれた通り２０分程で一の鳥居に着きました。  

私はストックを忘れたので、現地調達を決めました

ら、おあつらい向き！太さといい、長さといい、  

強さといい、すばらしい杖をゲット。 ラッキー！  

此処御嶽神社は守り駒犬ではなく、顔が細長く歯

を少しむき出したオオカミでした。  

なぜかな？ 壱丁目の石柱があり、20 分位登ると 

二丁目がありましたので忘年山行だから楽な山を

選んでくれたのかしらと思っていたら、なんと五十

三丁目まであるのだそうです。 がっかり！！  

丸太に何本かの横木が渡してあるだけの滑りやす

い橋はゆっくり緊張して恐々通過、二箇所もありま

した。 十八丁目の水場は、女性的で美しく、 

でもしっかり流れる滝があり、飲んで見ると甘みが

あり柔らかい美味しい水でした。 木の根に気をつけて大杉の広場まで登ると、すぐ

五十丁目があり、まもなく神社に着きました。      

十
八
丁
目
水
場 
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すぐに展望台に向かい美しい景色を見学。白い帽子の浅間山やギザギザがはっきり

見える両神山、そして日光の山々、しかし目の下は石灰岩採掘で山肌が傷つけられ痛々

しい白い肌、その上に置かれた大きな重機ばかりが目立ちました。  

昼食は温かい“きのこ汁”と樋口さんが運び上げてくれた特製ハイボール、園木さん

こだわりのトマトのチーズ焼きとフランスパン、ベビーリーフの生ハムサラダそして

ワイン・漬物・フルーツ、この班でよかった。さすがグルメ、山の上でこんなに美味

しく、楽しくお昼が食べられるなんて幸せ！やっぱり参加してよかった。皆様のお陰

です。 下山路は武甲山肩まで戻り、急坂に気をつけてシラガクボまで下り生川に向

かいました。 

鉄板の橋で往路と合流し、一の鳥居迄杉林やマスの養殖場などを横目で見ながら下

り、別荘地が見えたらバスも見えました。 次の目的地、武甲温泉へ･･･ 

一ヶ月ぶりの秩父、５番札所の前を通ってすぐ温泉です。 

露天風呂でゆったりと 50 分程入浴・休憩し 3 時 17 分バス出溌。一路草加をめざして

関越道を走ります。 渋滞もなく順調かと思われましたが、途中練馬インターの少し

手前ぐらいから混雑に巻き込まれノロノロ･･･。 初の予定より多少遅れましたが 

なんとか 6 時少し過ぎ無事松原に着きました。バスの延長金は大丈夫かな･･･？ 

恒例の時間当てゲームは関口のお父さん。ハラハラドキドキのすえ、初めての大当た

りおめでとうございます。 

リーダーの樋口さんを始め、参加して下さった方々の心使いがあってこその楽しい

山行ができました。 有難うございました。  

お隣の席の大畑さん、心よく山の会に入会してくださることを決めて頂き有難うござ

いました。  「人生一回」楽しく山に行きましょう。  

明日のことは解からない。 今日一日自分なりに精一杯いきましょうね。  

 

2009 年 忘れられない山行になりました。 

山の会の皆様方が、来年も良い年でありますように･･･ 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

武



 13

          竜ヶ岳(1,485m)ダイアモンド富士 

記：山口裕史 

◆山行日：２００９年１２月２７日（日曜） 

◆メンバー：L 山口（裕）、山口（敏）、会員外２名 （敬称略） 

◆コース：3 時間（山頂休憩時間除く） 

自宅発 3:00→5:15 本栖湖駐車場 5:30→6:30 石仏→7:15 竜ヶ岳山頂－7:44 ダイアモンド富士

－竜ヶ岳山頂 8:40→9:10 石仏→9:50 本栖湖駐車場 

今年 後の山行を締めくくるのは、富士山頂からの日の出となるダイアモンド富士を

拝める場所を探し、竜ヶ岳に決めました。日の出前に山頂に到着する必要があるので

いつもより早い３時に出発しました。 

 

本栖湖駐車場に到着した時には、星が沢山輝く夜。こんなキレイな星空は１０月に平

ヶ岳に行った時以来である。星が見える＝晴れていると言うことで、ダイアモンド富

士への期待を高めヘッドライトを頼りに歩き始める。 

登山口まではキャンプ場を通過するが、道にはご丁寧に登山口への案内が記され間違

えることはなかった。 

稜線へ出るまでの道のりは樹林帯であるが、整備されており大変歩きやすいし、暗く

ても道を間違える心配もないハイキングコースだった。休憩無し１時間の行程で石仏

に到着。富士山の大展望が待ち構えており、既にカメラを配置して待機している人が

いた。 

事前に調べた情報だと石仏から１時間ということ

でダイアモンド富士に間に合うか微妙に思えたが、

緩やかな登りはそれほど苦ではなく、30 分時間を余

らせて山頂に到着した。途中振り返ると日が出てき

たのか富士の後ろの雲が赤く染まり幻想的な風景

となる。 

山頂からは富士山はもとより南アルプスの雪景色

が素晴らしかった。今年登った聖岳の頭も見えるし、

先月登った甲武信もわかる。今年一合目から登った富士山は特上の景観。 

今か今かと待ち構える中７時４３分、バックに雲がかかりはじめ心配していたダイア

モンド富士が始まった。皆がいっせいにカメラを構える。雲のせいで燦然と輝く日の

出というよりボウッとした光になってし

まったのと、若干右寄りだったのが残念

だが、この瞬間はやはり嬉しい。 

御坂の山塊の稜線は樹林帯で富士山の展

望があまり良くないが、竜ヶ岳の頂上付

近は笹原で展望がよくハイキングコース

として楽しめるコース。会員バスハイク

で喜んで貰えそうな山だった。 
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予想以上に面白い  岩舟山～太平山 元日縦走  

    (栃木県岩舟町・大平町・栃木市)                     記：山﨑 正夫  

【日 程】2010(平成 22).01.01(金)   【天 候】晴れ  【標高差】389 ｍ  

【ﾒﾝﾊﾞｰ】ﾘｰﾀﾞｰ 山﨑、下川 

【コース】 6:44 草加＝ 7:55 栃木駅  8:09＝ 8:18 岩舟駅 (30m)→ 8:40 岩舟山 (ｲﾜﾌﾈｻﾝ

172.1m)9:30→馬不入山(ｳﾏｲﾗｽﾞｻﾝ･345.2m)→11:45桜峠(275m)12:00→12:25 

晃石山 (ﾃﾙｲｼｻﾝ･419.1m)13:15→13:50 ぐみの木峠 (285m)→14:05 太平山

(341m)→15:00 あじさい坂下 (120m)→16:30 栃木駅 (42m)16:48＝18:08 草

加  

【経 費】電車賃 970 円＋780 円＝1,750 円  

 

 １年の計は元日にあり。１年の山行計画を元日に立て、更に元日に山を歩けば良い

１年になるとばかり、１２月例会で呼びかけ下川さんの参加を得る。大晦日に紅白歌

合戦、行く年来る年を見て、元日に草加駅集合。車窓から雲越しに初日の出を拝み、

西には満月、富士山を見て、栃木駅で両毛線に乗り換え、無人の岩舟駅に到着。西に

少し歩くと岩舟山の立派な石柱と表参道が北に延び、奥に石段が続く。数えてみよう

と進む。途中何度も参拝客と挨拶を交わしあやふやとなるが、段数は６０７段であっ

た。境内に入り三重の塔を経て卒塔婆の

林の奥の岩舟山頂から南側の大展望を楽

しみ、日本三大子育て・子授け地蔵尊の

高勝寺本堂、奥の院を回る。野鳥の生息

密度が高く下川さんは双眼鏡で充分に楽

しむ。水子地蔵、仁王門を経て裏参道を

進む。馬不入山へ向かうも突き当たりの

車道近近で新たな土砂流防止工事が行わ

れており、車道を西に歩いて登山口に向

かうことになるが、どうせなら直進して

藪漕ぎを楽しむことにする。急坂を２５分藪漕ぎし尾根道に達する。尾根はごうごう

と風が鳴り雪雲が出て寒い。これでは高山では荒天だろう。馬不入山頂でいつも太平

山・馬不入山を往復するという地元の男性と話をする。中々往復はできるものではな

い。桜峠で風を避け行動食を摂る。 

神社のある晃石山頂に到着すると測量

尺と鋸・鉈を背負った男性と会う。日

本測量標石保存協会員の山部藪人 (Ｈ

Ｐ有り・本名＝中村宏)さんは「点の記」

のコピーを示し、内務省地理局が関八

州大三角測量標石として明治１４年１

２月に晃石山頂に設置した原三角測点

標石を、その後、陸軍参謀本部陸地測
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量部が一等三角点を設置する際、その裏書きに従前の原三角測点標石が西の谷に落ち

たとあり、その標石を探しに何度も通っているとのこと。なお、ここの一等三角点の

柱石は一辺が 210mm、高さが 180mm あり、これは柱石を作る時、辺と高さを間違え

たもので、日本一大きい一等三角点標石となっている。また、一等三角点の文字は南

面を向くと言われているが、晃石山を含む３割は南面を向いていない。さらに１２月

１９日に来た時には無かったＩＣチップが柱石上面に埋め込まれている等々熱く語り

草加山の会の園木さんを彷彿させる。古い写真を見ると山頂は一等三角点が置かれて

いるだけあって、戦後の植林が育つ前はさすがに見晴らしが良かった。あっという間

に５０分経過。  

 パラグライダー発進地で大展望を楽しむ。遠くは新宿のビル、丹沢の山が、近くは筑波

山が見える。ぐみの木峠を経て、富士浅間

神社が祭られる太平山頂に至る。参拝客で

大賑わいの太平神社に初詣。素晴らしい雰

囲気のあじさい坂を通り國學院大学短期大

学に至る。 

下川さんが栃木の蔵の街を見たいと言

う。蔵の街を経て栃木駅まで歩くことに

する。市立第五小学校、県道３０９号線、

栃木商業高校、栃木女子高校、下都賀総

合病院を経る。風花が舞う。 

手作りと書かれた鄙びた和菓子の正喜

屋の前で下川さんが食べていこうと提案。店主がお茶も飲んでくださいと招き入れて

くれる。和菓子をいただきながらお茶を２杯もご馳走になる。７２歳というがもっと

老けて見える。店主は山の近くに住んでいたが山には登らない。農作業を手伝いなが

ら育ち、１５歳の年からお菓子作りを修行し、婿養子となり、今は息子の恩師から頼

まれて隣の大平町の公民館で和菓子作りを教えている。川越に行って今では中々手に

入らないさつまいも「太白」を食べたいものだ等と話が弾む。お土産に和菓子を所望

すると、我々を気に入ってくれたのか、大変おまけしてくれた。店を出ると、通りす

がりのおばあさんが山を歩いてきたのですか。私も昔は毎週晃石山を歩いていたので

すよと話しかけてくる。この店の隣の滝沢ハムの会社のことも色々教えてくれた。蔵

の街並を見学し栃木駅に着く。 

電車に乗ると向かい席の上品な女性が山に登ったのですかと話しかけてくる。岩舟

山から太平山まで歩きましたと言うと、高校に入学して何もわからない時に歓迎登山

で、太平山から岩舟山まで全校生徒で歩いたと言う。旧制から続く学校に違いないと

思い、母校は栃木女子高校ですかと問うとそのとおりと答える。電車の中から西に黒

い富士山、東に満月を見て草加に到着。この女性と挨拶をして別れる。  

 今回の山行は軽いハイキングのつもりで計画したが、予想以上に面白い山々で「私

の山」になりそうだ。元日にお付き合いいただいた下川さん、ありがとうございまし

た。  
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大 菩 薩 嶺 
 

■日 程  2010/01/02(土)～2010/01/03(日)            記 樋口 

■天 気  晴れ 

■メンバー L.樋口 

■コース   

1／2 日 南越谷駅 ＝ 塩山駅 ＝ 裂石登山口 ～ 丸川峠 ～ 大菩薩嶺～ 大菩薩峠  

      6：41      9：15/9：35  10：00     12：15/12：30 13：30/13：45  14：30 

～ 介山荘泊 

            14：35 

 

1/3 日 介山荘 ～ 上日川峠 ～ 裂石 ～ 大菩薩の湯 ＝ 塩山駅 ＝ 南越谷駅 

9:10      10:15/10:30    11:50    12:05/14:55      

 

1 日目 塩山駅でいつもの常連が見当たらない。 

丸川峠分岐までの林道歩きでタクシーに抜かれる。本日も体調良好で丸川峠までの歩

程も順調だ。丸川峠から雪上歩きになった。北面の積雪は歩きやすく、なんなく大菩

薩嶺山頂に到着した。雷岩から稜線歩きを楽しみ、大菩薩峠にある介山荘着いた。 

宿泊者は２３名。缶ビールを買いに行くと、奥さんがサービスと料金を受け取らない。 

３歳７ヶ月の真ちゃん（お子さん）に用意していたお年玉を手渡し、ビールをご馳走

になる。 

夕食場所で焼酎を飲んでお客さんと談笑した後、夕食まで仮眠をとる。 

17:30 夕食、19:00 から新年会。酒とワイン飲み放題で 22:00 に就寝。 

 

２日目 二日酔いで 7:00 朝食もほとん

ど食べずに 9:00 まで眠った。 

さすがに真路くん（小屋主）が起こしに

来た。 

最短コースで下山し、「大菩薩の湯」にて

入浴し、バスの時間までのんびりとくつ

ろいだ。 

帰り道の新越谷駅で高川山メンバーと遭

遇。松田さん前田さんと飲んでカラオケ

して帰宅した。 

 

来年の正月は飲み過ぎに注意します。 

ポリポリ。。。。。 
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  高川山（正月山行） 975.7ｍ    

                             記：張替 清治 

■期  日 Ｈ22 年 1 月 3 日（日） 

■メンバー Ｌ小野寺・都澤・黒澤・上原・大門・松田・大畑・前田・小林い 

                        新庄・張替 

■コース 南越 6：41－初狩駅初 9：25－9：50 椎茸ほだ場―10：40 高川山（男坂） 

      ―ランチー12：05 出発―13：35 稲村―13：50 田野倉駅 

 「正月山行」天気 晴れ。まず初めに私が南越谷に着くなりＴＥＬが、バイブレー

ターから怖い顔が頭に浮かぶ。御免!ギリギリ南越谷に到着したのです。  

 「富士山」見たいと心ははやるが、ちょっと心配かなーという雲行き！でも平気と  

私自身心で思う。電車も初狩駅に向う途中で少し遅れた。初狩に着き、各自身支度を

整え山歩きに入る。 

 登り初めの 30 分は苦しいと思いつつも

ドンドン歩く。歩かなければ頂上へは着か

ない・・・。 いつも山行する度に思う。

なぜ・・！でも、歩き始めている。 

孤独なスポーツ「山歩き」  

でも、何よりも山歩きが好きなのだ。 

天候にも恵まれ、暑くもなく、さほど寒

くもなく心地よい風が吹き抜ける。 

「山歩き 高!！」 私はいつもそう思いつつ山歩きを楽しんでいる。途中男坂・女坂

の分岐辺りで、英子・いつ子のお姉さん達は女坂へと歩き、頂上で再会しようと一時

別れる。大して時間もかからず頂上付近にて再会する。頂上に着くと「富士山」が見

えた。雲がかかっているが見えて気分爽快です。  

昼食になり、男 4 人・女 7 人のメンバーなの

で美女・熟女に囲まれ楽しい昼食！ 

美味しい「だご汁」旨い酒で楽しい時間をす

ごしました。下山途中でコーヒータイムに入

り小休止！武ちゃんが「バーボン」を飲む・・！

僕も・・飲む。旨かった！ 

 山行行程中、誰一人ケガもなく無事下山し

ました。でも事件はこれからです。電車の乗

車が散々になりました。いっちゃん・上原さ

ん・都澤さんの三人がいない！ＴＥＬ連絡で

三人は立川で待つという珍事件のオマケガ付きました。南越谷に着くと改札口で解散

し、残ったメンバーは「ラーメン」で打ち上げです。  

以上、メンバーの皆さんお世話になりました。今年もよろしく御願い申し上げます。  



 18

浅間山を眺めに黒斑山(2,404m)  

記：山口裕史 

◆山行日：２０１０年１月１１日（月曜） 

◆メンバー：L 山口（裕）、山口（敏）、会員外２名 （敬称略） 

◆コース：4 時間 30 分 

自宅発 5:00→8:00 登山口駐車場 8:50→10:15 非難小屋→10:45 トーミの頭 

→11:10 黒斑山頂 11:45→12:00 コース分岐→13:20 登山口駐車場 

 

今年初の山行は天気も良かったので、標高 2,000ｍ級で楽しめる山でも安心して行ける

と考え、2007 年 6 月に登って浅間山の姿に感動した黒斑山に登ることに決めました。 

 

表コース 

車道の雪を若干心配していたものの車坂峠直下まではアスファルトを覆う雪はなく快

調に車を走らせることが出来た。2007 年にはなかった真新しい建物が駐車場に出来て

おり、中はとてもキレイで 2 階はちょっとした軽食スペース、グッツ販売されていて

驚く。特にお手洗いはウォシュレット付の快適な環境だ。 

車坂峠からは表コースを選択、この 3 連休晴天の為かたくさんの登山者で賑わってい

た。登山道はしっかりと踏み後がついており、ワカンはもちろん必要ないが、軽アイ

ゼンすらなくても登れるほど道が良かった。 

表コースは高度を上げると東側以外の展望が 高に素晴らしい。向かいの籠ノ登山の

奥には、昨年登った妙高、火打が見え、地平線には北アルプスの連なりが続く。空気

が澄んでいるので槍ヶ岳の尖がりが視認できた。やはり槍が見えるとちょっと嬉しい。

さらに中央アルプス、少し間近に八ヶ岳と大展望。 

今回はアイゼンも必要ないくらいだと書いたが、購入したセミワンタッチの 12 本爪を

試し履きしてみる。今までの 2 箇所止めよりも数倍早く装着が完了し、改めてワンタ

ッチの威力を認識。12 本爪というと歩きにくいというイメージだったが、全くそんな

こともなくサクサクと進むことが

でき良い買い物が出来たことにニ

ンマリ。 

避難所付近に来るとトーミの頭に

半分隠れながらも浅間山が顔を出

す。もう一息登ると槍ヶ鞘から浅

間山が一望できた。富士山に似た

稜線のきれいな浅間山。土と雪が

織り成す独特の縞模様は自然の神

秘さを感じさせる。そして黒斑山、

蛇骨岳、仙人岳、Ｊバンドと連なる外輪山の姿も見事。南には秩父の連山の奥に富士

山まで見えて感動。トーミの頭まで若干の急登ではあるものの、比較的なだらかな登

山道は相変わらず歩きやすかった。 
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山頂へはほぼ予定通り到着。夏とは全く違う景色に見とれながら一時の休憩。眼下は

急激に高度を下げるため、下の方の木々が模型みたいに可愛かった。稜線は風が強い

が西側が樹林帯に覆われているため山頂は比較的寒くないのもこの山のポイント。 

中コース 

帰りは中コースから下山を開始したが、こちらはほとんどが樹林帯で展望は標高を結

構下げた所までない。こちらのコースもよく踏み固められており、トレースをはずさ

なければアイゼンも必要ない。 

ただ今回は時間に余裕もあるので途中からワカンの具合を試してみる。装着している

といつの間にかカモシカが数メートルの所にたたずんでいてビックリ。あちらはそん

なことはお構い無しに脇を通り過ぎてい

った。結構人慣れしているのかな、ほほ

えましかった。 

ワカンを装着したらいざトレースのない

深雪へ足を踏み出す。この季節は雪が固

くないため膝までは軽く潜る。下手する

とワカンつけているのに腰まで潜る。数

十メートル進むのも楽じゃない状態だが

約 30 分汗をかきながらラッセルを楽し

んだ。 

 

 

 

 

 

ダイアモンド富士お預け石割山(1,413m)        記：山口裕史 

◆山行日：２０１０年１月１６日（土曜） 

◆メンバー：L 山口（裕）、山口（敏）、都澤、浅井（祐） （敬称略） 

◆コース：4 時間 30 分 

 

午前：パノラマ台-三国山/午後：石割の湯-石割山 

8:25 パノラマ台 8:45→9:10 鉄砲木ノ頭 9:20→9:30 三国峠→9:57 三国山 10:08→10:20 三国峠

→10:40 鉄砲木ノ頭 10:50→11:10 パノラマ台 

13:20 石割の湯→13:45 参道登山口→富士見平 14:03→石割神社 14:35→14:55 石割山山頂

16:10→14:30 平尾山→石割の湯 5:20 

 

昨年に続き石割山山頂からのダイアモンド富士を眺めるために計画を立てました。今

回は石割山頂から見えススキの斜面がきれいな山中湖南側の稜線を半分三国山までを

午前中に登りました。 

パノラマ台から三国山へ 
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高速で迎えた日の出、走行中に正面

に見えた富士山は紅に染まり今回の

ダイアモンド富士への期待が高る。 

パノラマ台は富士山撮影の有名な場

所だけあって、泊まりこみの撮影者

の車が数台。三国山へは鉄砲木ノ頭

へ登りあげ稜線を歩くイメージ。都

澤さんに先頭に立ってもらいスター

ト。登山道は 5cmほどの残雪があり、

気温が低いためさらさらの雪で歩き

やすい。 

山頂は開けていて奥宮がたたずむ。

北西は富士山と山中湖と南アルプス

で素晴らしい景色。眼下にはススキ

が一面に生え金色に染まっている。

南側は樹林帯で展望は優れないが、

樹林の向こうに丹沢が見える。 

名残惜しい景色だが、稜線をいった

ん下り三国峠へ向かう。三国峠からは南側に日本海が薄っすらと見えた。江ノ島が見

えちょっと感動し、三国山へ登り上げる。 

山頂へ向かう登山道は積雪 10cm 程度と少し雪が多いが踏み後もあり歩きやすい。ほど

なく山頂に到着も樹林帯のため展望はきかない。静岡・神奈川・山梨三県にまたがる

三国山は南側富士スピードウェイからか車のエンジン音がやけに大きく聞こえ山にい

る感じがしなかった。出来れば籠坂峠まで縦走したかったが、来た道を引き返した。 

石割山へ 

山中湖半の小作にてほうとうに舌鼓をうった後、いよいよダイアモンド富士を見るべ

く石割り山へと向かう。富士は時折顔を見せるも雲がかかりはじめ心にも暗雲が立ち

込める。予定よりも早いので石割の湯に駐車して登ることにする。登山道は昨年に比

べ雪も少なく雪がない場所もしばしば。石割神社で大岩の隙間を通って幸運が舞い降

りることを祈ってみた。予定より随分早く山頂に到着してしまったが、用意した甘酒

を沸かしゆるりと待つことに。1 時間の間に山頂が顔を出すこともあったが、依然とし

て南北から雲が流れる。日没の 4 時を迎えたが、厚い雲に覆われ念願のダイアモンド

富士を拝むこと叶わず平尾山に向けて下山を開始。平尾山からの展望も本当はよいは

ずなのだが、今回はとても残念な結果となってしまった。石割の湯で温まり、渋滞な

く帰宅の徒についた。来年は違う山と石割山を組み合わせてまたチャレンジしようと

心に誓った。 

参加してくださった祐子さん、都澤さん、敏雄さん、今回は残念でしたが、これに懲

りず一緒に山登っていただければ幸いです。 
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記：浅井祐子 

12/19(土) 筑波山   (浅井 x2、神社 4:00 – 女体山 6:10～40 – 神社 8:10) 

 今年 後の山行は日の出を見ようと深夜 2 時起きで筑波山へ。神社から女体山へ向

かう登山道は通いなれた道だから不安は無いが、それでも漆黒の夜道はちょっとドキ

ドキ。山頂で日の出を待っていると続々と登山者が上がって来る。結構好き者が居る

のだな～? 天気が良いので富士山を筆頭に丹沢から秩父までの連山が遠くに望める。

が海沿いには雲が張っているので日の出までは随分と待たされてしまった。夜の山道

を歩くというのも違った緊張感があり面白いかもしれない。次回ご一緒にいかが? 
 
12/28～1/1 オーストラリア/エアーズロック  

 私の持病「お外出たがり病」がついに重症となり亭主を脅し

久しぶりの海の外。寒い日本を脱出するなら南半球へ…で通称

「地球のヘソ」と呼ばれる標高 335m のエアーズロックを目指

す。が好天にも関わらず強風で登山は叶わず。それでも周囲を

散策し楽しい旅となる。現地語で「ウルル」と呼ばれ愛される

エアーズロックは「アボリジニ」の聖地であるから、観光資源

にしたい政府と観光化を歓迎しない先住民との間には複雑な葛藤がある模様。 (2011

年には完全登山禁止になるとか…? 興味ある方はお早めに…!!) 
 
1/16 三国山 & 石割山 (L.山口裕、山口敏、都澤、浅井ゆ) 

 いずれも山中湖畔の小粒ながらも富士山を望むには絶好の山。午前中に三国山へ、

昼食は山梨名物「ほうとう」を楽しみ、夕方には石割山頂からのダイヤモンド富士を

狙う算段。朝から富士山にかかる雲一つ無く、いい写真が期待できそうだと裕史クン

も嬉しそう。広いかやとの原を登り鉄砲木の頭で一息、一度下り返し三国山頂へ。縦

走したいコースだな。石割山は 400 段以上ある階段、奥社の奇岩と見所ありの人気の

山。ダイヤモンド富士までしばし時間ありと、裕史クンが甘酒を振舞ってくれた。残

念ながら雲が厚くなりお楽しみはお預けになってしまったが、土曜ということもあっ

て帰宅時間が多少遅くなっても気持ちは急かない。下山後のお風呂だってなんかゆっ

たり～。土曜日山行っていいかも～!? 
 
1/24 毛無山  (L.山本、都澤、阿部、加藤、千葉、尾崎、八並、新島、浅井ゆ) 

 先週に続き今週も富士山展望の山。なんて贅沢なんでしょう! 今日も絶好の冬晴。雪

を期待してたが頂付近に少し。それでもしっかり凍結しておりアイゼン大活躍。驚い

たのは西に見える南ア連山の見事な美しさ。登りたっぷり 3 時間強の毛無山は、結構

手ごわい山でした。 
 
1/31 長野/湯の丸山～烏帽子岳  (L.松浦、下川、山崎、松田、山口敏、山口裕、沼田、

浅井ゆ) 

 会山行の雪上ハイクだが、どうも皆さん、反応が鈍いですよ～!!  

寒い? 怖い? 危ない? いえいえ、それは誤解というもので、本当の美しさを見せてく
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れる雪の山へ、もっと、もっと出かけましょう!! 騙されたと思って、是非 1 度!! 

地図読み山行 入門編  
帯那山～棚山～ほったらかし温泉  記 園木 

日  程 H22 年 1 月 17 日（日） 

メンバー L 園木、小野寺、鈴木宮、小林い、千葉、芳野、下川、山口敏、張替 

沼田 

歩  程 切差（9：20）～帯那山（10：30～10：40）～奥帯那山～（途中昼食 40 分）

～太良ヶ峠（13：10）～棚山（14：30～14：45）～ほったらかし      

温泉（16：20） 

 山梨市駅よりタクシ－で切差（きつさつ）帯那山登山口へは２０分ほどで到着です。

帯那山までは道標が完備しており大変歩きやすい道です。 

 帯那山山頂はカヤトの草原で富士山の展望が特にすばらしい。（下写真）初夏はアヤ

メが一面に咲くとの事。目指す棚山（写真の富士山下の山）までは電波塔が二つある

為林道が入組んでいますが尾根を忠実に辿ります。途中太良ヶ峠の手前で昼食にしま

した。特製の鰯つみれ汁で温まり棚山を目指します。棚山は甲府盆地を挟んで御坂山

塊とその上に富士山、目指すほったらかし温泉も眼下に見える展望の山。  

当初予定した尾根を１０分ほど下りましたが危険を感じ東南の尾根へ変更しました。

しかし、ほったらかし温泉まで長かったこと。 

お目当ての露天風呂からは夕焼けの富士山、そして徐々に甲府盆地が夜景にかわり

ます。もちろん湯上りのビ－ルの旨かったことは言うまでもありません。  

 今回の地図読みは過去 高の参加、地図読みはマスタ－しましたか。  

皆様お疲れ様でした。 
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山スキー湯ノ丸山（２１０１ｍ） 

 

                             記 松田 武 

実 施 日 1 月 23 日（土）曇り時々晴れ 

メンバー  Ｌ.松田 園木 

コースタイム  

湯ノ丸スキー場第一ロマンスリフト（地蔵峠）＝リフト終点（9:30 発）…あずま 

…鐘分岐…湯ノ丸山山頂（11:00 着/11：15 発）…滑降…あずま屋（11:40 着/11:55

発）…滑降…地蔵峠（12：10 着） 

 

山スキー大好きの園木さんの誘いにのり、昨年の暮れ山スキーの道具一式を購入、

道具の具合を見るために、山スキー入門コースの湯ノ丸山に出かけました。 

9 時前に地蔵峠に到着。晴れたり曇ったりのまずまずの天気で期待がもてそうだ。 

湯ノ丸スキー場の第一ロマンスリフトに乗り、山頂駅へ。暫く平坦なカラマツ林の切

り開きの中を進みシールを装着。目指す山頂が見え、何組かの山スキーヤーが山頂を

目指している。そのトレースをなぞりながら高度を上げてゆく。シールとスキー金具

（両方共結構な値段です）が威力を発揮して気持ちよく登れる。気温が低いのでダイ

ヤモンドダストがキラキラ舞い、霧氷が美しい。傾斜が緩み、所々に岩肌が露出して

くると、程なく山頂に到着。山頂からは北アルプスや南アルプス、そして富士山まで

もが見渡せるのだが、生憎雲が邪魔をして遠くの山の展望はきかない。 

シールを外して、園木さんに続き滑降。旧鹿沢スキー場を目指すコースがあるのだ

が、今日は道具のテストなので、湯ノ丸スキー場に戻るコースを滑る。フカフカの新

雪、素晴らしく気持ちが良いのだ！ゲレンデのように上手くは滑れないのだが楽しい、

こけて深雪と格闘するのもまた楽しい。樹林を抜け緩やかな雪原にでる、あずま屋が

見えてくる。 

登り 1 時間 30 分、滑降 25 分の短い山スキーでしたが、満足でした。Ski-Heil！  

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

湯ノ丸山（正面）               霧氷を背景に 
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毛無山山行と事故 
記・山本理郎 

■期日………………2010 年 1 月 24 日(日) ■天候……終日快晴 

■メンバー………Ｌ山本、都澤、阿部、加藤、浅井（祐）、八並、尾崎、新島、千葉 

■コースタイム……松原団地西口 5：30……新郷……中央道……河口湖……朝霧高原毛

無山駐車場 8：50……登山口 8：00……五合目 9：50……山頂 11：30……地蔵峠 13：10

…下山道途中事故 14：40……下山 15：20……富士宮市立病院……東名……草加 22：00 

 

麓（地名）の駐車場 7 時 50 分到着、標高が 840ｍあり気温は氷点下であった。早速

登山支度に身を整え、林道を 10 分程度進むと、登山道となる。毛無山の標高は 1945

ｍで高度差は 1125ｍある。ガイドブックでは、一般向きコースと紹介されているが、

結構シンドイコースなりそうである。程なく地蔵峠と山頂に向かうコースとの分岐に

でる。今日は、尾根筋を一気に上り、反時計回りで地蔵峠から谷筋を下るコースを選

んだ。尾根筋に入ると、富士山を背にして冬枯れの東斜面は光りが入り、明るい林の

中を、ただひたすら登ることになる。登

山道には何合目の標識が完備しており、

歩くペース目標が立てやすかったが、私

は年末から調子の悪かった足腰を労わり

ながら、どん尻を歩くのが精一杯であっ

た。それでも五合目で 9 時 50 分はコース

タイムとほぼ一致しており、メンバーの

健脚に私がついていけなかっただけだっ

た。九合目で毛無山の主脈の稜線に出る。

そこから先は残雪があり、念のためアイゼンを装着した。11 時半山頂に到着、2～3 人

のグループが何組か休んでおり、冬晴れの雲ひとつ無い富士山をバックに記念撮影を

撮ってもらう。ガイドブックでは、草原の山で富士山を眺望、雄大と書かれていたが、

潅木が生い茂り、雄大な眺望とは行かなかった。西側の南アルプス方面も大きな岩に

登らないと展望が利かなかった。山頂で昼食を摂り、九合目に戻り、県境の尾根を地

蔵峠に向かう。地蔵峠から下は谷沿いの日

陰の道となる。明らかにアイゼンがないと

滑りそうだ。外していたアイゼンを再度装

着し、慎重に急斜面を下る。途中で沢を横

切るルートがあったが、のぼり返す地点を

見落とし、100ｍほど沢を下って気が付く場

面もあったが、程なくアイゼンも必要のな

い山道に戻り、いつもの風景で下っていた。 

そのとき前方の女性が悲鳴に近い声を上

げ、T さんが沢に向かって斜面を転落して
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いた。私は 200ｍ位後方をどん尻で歩いていたので、状況は見ていなかった。後で本人

から聞いた話しでは、「後方確認で振り返った瞬間足を踏み外し転落し、何回転かして

止まった」とのことです。事故から救急隊により富士宮市立病院で手当てを受けるま

での経過は加藤さんが詳しく報告書にまとめてくれましたので省略します。市立病院

での応急手当は 1 時間以上掛かり、A さん C さんと共に、処置が終わるのを待った。処

置が終了し、本人は病室に移動、話ができるまでの回復を見届けて、帰路についた。 

今回の事故について振り返って会の仲間と話し合ってみて、いくつかの反省点、注

意点が共通の思いとして出てきましたので、箇条書きにしてみます 

1.今回の事故は、何処でも、誰の身にも起こりうる事である 

2.下山路で、終着が近くなっての転倒で、何か思い当たるものがある 

3.救急、救助用具はハイキング程度の山でも必携（リーダーかな？・止血訓練も必要） 

4.いつまでも若いつもりは思い込み、己の力量に過信は禁物 

毛無山山行時の転落者救助の詳細 

2010 年 2 月 1 日 

救助活動 並 指揮 加藤 憲司 

1、山行日   2010 年 1 月 24 目（日） 

2、参加人員  Ｌ・山本以下 9 名 

3、転落者   山行時のメンバー男性一名 

4、転落位置 

地蔵峠と毛無山登山口分岐から、地蔵峠方面へ徒歩約 25 分～35 分先、の左岸・

沢沿いの山道から、約 20ｍ下の草地斜面（立木・岩等あり）へ転落・停止した。  

5、転落発生時の状況 

トップの都澤氏、女性二人、そして四人目が私でしたが、トップの姿は、視野に

はいりませんでした、もくもくと歩いていた時、悲鳴に近い女性の金切り声が聞

こえたので、トップの位置まで走って行くと、沢沿いの斜面（前記 4）に頭部を上

方にして、横たわり、自力で、動けそうもない姿の男性を確認した。 

6、救助活動の判断・活動状況・要救助者の観察  

（1）直ちに、安静にできる登山道まで、引き上げ、且つ一刻も早い救急搬送が必

至と判断し、要救助者の位置までの地形を観察すると斜面は、急坂なるも、途中

に立木があって、それにロープを経由して、要救助者まで、達すれば、二次遭難

の危険は、ないと判断した。 

（2）直ちに、所持していたロープを山道の立木に結着（結び名称は､わすれまし

た）し、途中の立木まで、いくも、短い、その時、阿部氏がホソヒモとカラビナ

を持ってきたので、口－プの端末にモヤエ結びで作った輪にカラビナを結着、  

ロープとホソヒモの長さで要救前者の位置まで、到着した。直ちに、 

（3）要救助者を観察する①意識正常 ②言語発声正常 ③顔色がよい ④ 吐な

し⑤頭部額の中心部に横 3cm 位の傷口あり、額全面にわたって、出血あるも、止

血状況であった⑥骨折は、なかった等 他に傷等は、見当らなかった。本人は、
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転落のショクで、言葉も発声できなかったと思われるも、私達が到着して安心感

が湧いたのか、次第に会話に応え「大丈夫ですか？」という問いに「大丈夫」と

返事があり、歩けるという事なので、ザックを上げていた阿部氏に「人命優先」

を説明し、二人協力して、ホソヒモとカラビナで、粘着し、登山道にいるメンバ

ーヘ引き上げを指示した、要救助者は私達に、体を支えられながら、登山道士へ

無事引き上げられた。しかし、私達は、笹等にしがみつきながら、やっと登山道

へあがった。早速、額の傷口をみると、すでに、傷口にあてられていたバンドエ

イドをはがし、滅菌ガ一ゼを当て、三角巾で、頭部を包帯した。本人は、少しづ

つ、元気が出てきて、「大丈夫ですか？」と問い掛けると、「大丈夫です」と応え

られ、「歩ける」という事ですので、登山口まで、搬送する判断をし、途中、再度

の事故のないよう、先程のホソヒモとカラビナで、本人を確保し先を加藤、後を

浅井さん二人でホソヒモを確保しながら、ゆっくりと歩いた。その前に浅井さん

は、救急要請を、阿部氏は、救急車を案内するため、急いで、登山ロヘ先行した。 

7、経過時間 

ゆっくりと進んでいき、大きな沢の手前で、救急隊員二名と合流し、救急車の停

車位置で、救急隊へ引継ぎした。その後は、リーダーを中心に前後策を検討され

ていましたので、私の報告内容は、ここまでとします。  

経過舞問 

転落時分 14 時 40 分頃（推定）一救助活動終了時分 14 時 50 分頃（推定）救急隊

現着時分 15 時 0/8 分（富士宮消防本部）救急隊へ引継ぎ時分 15 時 25 分頃（推定）

救急隊搬送時分 15 時 30 分（富士宮消防本部）救急隊病院到着時分 15 時 56 分（富

士宮消防本部） 

8、備考 

（1）今回の使用したロープ・滅菌ガーゼ・三角巾（加藤持参）、ホソヒモ・カラ

ビナは、（浅井持参）したものです。  

（2）事故は、山行の度に、発生するわけでは、ありませんので、事故対応の用意

は、あまりしてないのが普通と思いますが、今回、事故を目のあたりに経験し、

日頃からの準備を痛感しました。 

① 低 10ｍロープ・カラビナ 2 ケ・ハーネス、三角巾・滅菌が－ゼ等の携帯  

②日頃から、傷・止血の知識と手当ての訓練をしておく事。  

（3）今回、私が救助活動を迅速・的確に指揮できた事は経験によるものと思いま

すがメンバー全員の協力による救助活動が出来たものと認識します。また、この

程度の条件で、救助し、救急隊へ引継ぎできた事は、会の名誉を保持したものと

確信いたします。が、今回は、非常にラッキ－でした。救助条件が良かったから

と思います。後悔のない楽しい山行を継続するためにも、日頃の勉強を再認識し

た次第です。      文責 加藤 憲司 
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記：小林 陽子 

山行実施日：2010 年 1 月 24 日（日） 

メ ン バ ー：L 上原、黒澤、新庄、小林(陽) 

コースタイム：松原団地 6:29 ⇒ 新越谷 6:34（武蔵野線乗換）南越谷 6:45 ⇒ 海浜幕張 7:30

～７:35(JR 京葉線乗換) ⇒ 蘇我 7:47～7:55 (内房線乗換) ⇒ 保田 9:29 

保田駅 → 循環ﾊﾞｽ 10:00 → 小保田ﾊﾞｽ停 ･･･ 下貫沢出合･･･水仙ﾋﾟｰｸ登山口 

水仙ﾋﾟｰｸ･･･嵯峨山山頂(11:30～12:30･･･釜の台農道･･･涸れ沢分岐･･･ 

   水仙ﾋﾟｰｸ登山口･･･小保田ﾊﾞｽ停 14:06→大崩水仙郷（散策＆買い物）15:00 発ﾊﾞｽ 

保田駅 15:39（内房線千葉行）⇒蘇我 17:04～17:12(京葉線快速東京行) ⇒ 

 南船橋 17:30～17:36（JR 武蔵野線）⇒ 南越谷 18:17  解散 
 

大寒の東京を抜けて、温暖な房総の水仙を見て、嵯峨山を歩いてきました。  

6 時家を出る時は、冬至を 1 ｶ月も過ぎたというのに、まだ真っ暗です。  

南越谷で全員集合、武蔵野線に乗り込むと子供たちがいっぱいです。聞くと、幕張で

「オモチャフェスタ」というのがあるという。 

内房線に乗り換えると、程なく東京湾の向こうに、富士山がくっきりと美しく見えて

きました。どうして富士山がこんなに大きく見えるのだろう、と、不思議に思います。  

9 時 29 分保田駅着、駅に降り立つと辺りには水仙の香が漂い、大勢のハイカーでとて

も賑やかです。小型のかわいいバスは当然満員ですが、水仙ロードをひと走りで 10 時

半小保田下車。 

少しの車道歩きの後、山頂を目指して山道へと入って行きました。山の斜面にも水仙

が沢山植えてあり、梅も満開でとても心地よい歩きです。 

11 時半山頂着、展望が無く日陰になっていたので、

少し下った処に陽だまりを見つけ昼食です。  

黒澤さんのお赤飯、上原さんのおいなりさん、他

にも沢山のご馳走をいただき楽しいピクニックと

な り ま し た 。 私 の お に ぎ り は 持 ち 帰 る こ と

に･･････。 

12 時半山頂を後にして、1 時間程でﾊﾞｽ停に着き

ましたが、時間に余裕があったので大崩（をくず

れ）水仙郷迄足を延ばしました。今が丁度見頃で、

青い空、黄色いみかん、白い水仙が見事に溶け合

って、実に美しい景色でした。 

地元でとれた美味しい土産を買い込み帰路へ。 

6 時半過ぎ松原団地着。 

冬の柔らかい日差しのもと、楽しいハイキングと

観光を楽しみました。皆さんお世話になりました。 

有難うございました。 
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雪上ハイク「湯の丸山～烏帽子岳」  記：下川賀也 

１、期   日 ：２０１０年１月３１日（日） 

２、ルートタイム：松原５時３０分発～地蔵峠８時４０分発～湯の丸山１０時着 

～１１時３５分烏帽子岳着 ～地蔵峠１３時３０分着  

３、メンバー ： L 松浦、浅井祐子、松田、山崎、山口（敏）、山口（裕）、沼田、下川 

４、山行記録 

地蔵峠へ車２台で８時２０分頃着き、準備をして湯の丸スキー場の脇を登る事とする。私  

達の直ぐそばをスキーやスノボーの人々が時速数１０ｋｍで通り抜けて行く中を一列になり登る 

姿は、まるで高速道路の脇を亀が歩いている様である。リフトの上にでて一服し湯の丸山に向  

うが、暑いので服を脱ぎ山頂を目差す。トレースが確り付いており、アイゼンもワカンも付けずに 

登るが、ゆうに巾１ｍを超える雪道をゆっくり登り湯の丸山を目差す。山頂は３６０度の展望で、 

北アルプス、八ヶ岳等々はるか彼方に見えた様な、見えない様な・・・・・なんせ風が強く寒い。 

写真を撮りパンを半分食い、早々と下山。でも浅間山から昇る噴煙が素晴らしかった。 

下山場所からトレースが一直線に烏帽子岳の稜線へ伸びている。私はうさぎみたいに一気に

駆け下りるつもりでいた？しかしあっちこっちに罠があり、何回も股まではま

りうまくいかない。もう歳なんですかね? 

さてうさぎは身の危険を感じたら長い後の行程を如何にして登って逃げるか、下って逃げる

か？答えは最後へ。 

降り切ったコルに 1 本の懐かしい木が私を迎えてくれた。葉はないが小さな赤い実を沢山付  

けており、それを少し口に含むと甘ずっぱく、春には真っ白な花を枝いっぱいに咲かせている 

事を思い出させてくれた。烏帽子岳へは直登で稜線に出て２０分ぐらいで山。、寒いので下山 

場所まで稜線を戻り食事に、あとは一気に下山のみ。若い二人は物足りなかったのか、ワカン 

を付けて下山した。温泉に入り無事帰りました。 

皆さんありがとう御座いました。 うさぎの件分かる方教えてくださいね。 

   

            「烏帽子岳の稜線より烏帽子岳を望む」 
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日本の登山の歴史ＮＯ，４            松浦 剛 

１、戦前最後と終戦後の登山活動 
昭和１０年を過ぎるとと中国戦線が激しさを増し、戦争の時代に入り段々山登りなど

出来なくなってきます。 

１），昭和１１年１月に加藤文太郎が槍ヶ岳の北鎌尾根で遭難する。後に岳友が会員の

為に加藤文太郎の山行記録を纏め名著「単独行」が完成。市販され今日まで多

くの人々に読まれている。 

 

     

  遭難報告書昭和１１年年発行       遺稿集「単独行」昭和１１年発刊 

 

２）、東京商科大学（―橋大学）山岳部の活躍 

（１） 昭和１０年～１２年にかけて北岳バットレスの登攀を行なう。当時はこの大岩

壁を登ることは画期的な出来事であった。始めは夏から秋にかけて偵察登山を

行ない、バットレスの多くのルートを初登攀します。 

 

（２） 昭和１２年１月厳冬期にバットレス中央にある第四尾根を登攀し、厳冬期の大

岩壁登 

攀の魁となる。しかし後が続かず戦争も激しくなり、穂高、剣岳、谷川岳など

の大岩壁の登攀は戦争で中断し、大岩壁の登攀は日本人の生活が安定し出した、

戦後の昭和３０年代まで待つ事になります。 

 

（３） 昭和１６年～２０年の戦時中は登山などしている者は、国賊ものと思われ山に

行く事 

は誰もがひかえていたので、この時代は登山記録は無いに等しい。 



 30

注）ヨーロッパの登山：ヨーロッパでは幕末の

１８５７年に始めて英国にアルペンクラブ（山

岳会）が誕生し、本格的にアルプス登山が始ま

る。それまでは山岳には悪魔が住んで、山に登

った人は災いを受けると信じられていた。日本

の山と異なり、氷河のある、厳しい岩と雪の山

岳は人を寄せ付けなかった。 

 

日本の登山：日本では江戸中期より宗教登山と

して立山、白山、富士山、御嶽山、木曽駒ヶ岳、

甲斐駒ケ岳、など３０００ｍ級の山々が登られ

ており、全国的に一般の人も参加した宗教登山

が盛んに行なわれ、山が穏やかな日本の山岳は

親しみやすく、多くの人々に受け入れられ、日

本の登山の歴史は大変古いと言えます。 

北岳バットレスの全貌 

 

３）、昭和２４年１月に槍ヶ岳の北鎌尾根にて松涛明が遭難する。 

徒歩渓流会の遭難報告と杉本光作が纏めた松涛明の山行記録「風雪のビバーク」は山

の名著として今日まで永く読まれている。                          

 

     徒歩渓流会の遭難報告書   市販本「風雪のビバーク」 

 

２、世界の登山界にヒマラヤの時代が来る。 

（１）、昭和２５年６月３日、フランス隊により人類初の８０００峰「アンナップルナ」

が登頂される。このニュースは世界の登山界を沸かせ、多くの登山家に刺激を与えた。 

（２）、昭和２８年イギリス隊により世界 高峰エベレストが初登頂される。実にイギ
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リス９回、スイス２回、合計１１回の遠征が行なわれ、やっと初登頂された。戦前イ

ギリスが７回の遠征を行い登頂出来なかった北面を諦め、エリック、シプトン（イギ

リス）が南面ルートの偵察を行い、登頂可能と判断しイギリスは南めんからの登頂を

めざした。 

しかしその前にスイス隊がエベレストの登山許可を取っており、春、秋と２度の遠征

をしてチャレンジしたが登頂できず、イギリス隊に幸運が舞い込んだ。 

 
         ネパール側から見たアンナプルナ峰 

 

３）、日本でも昭和２７年、マナスル登山調査隊が派遣され、戦後初めてヒマラヤ登山

が開始されます。京都大学の人類学者「今西錦司」により８０００ｍ峰マナスルが登

山対象として選ばれ、日本人の８０００ｍ峰としてマナスルが暗黙の了解が世界から

える。 

 

      「マナスル」８１２５ｍの山頂と登頂隊員の下山 
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４）、昭和３１年に日本山岳会、第三次マナスル登山隊が、「槇有恒」隊長の下に日本

人が始めて８０００ｍ峰の初登頂を果たす。 

 

５）、昭和２８年に京都大学山岳部がチャレンジし敗退した、アンナップルナ二峰（７

９００ｍ）の夕暮れ。 

 

６）、マナスル登頂がきっかけで昭和３０年代に登山ブームが起こり、サラリーマン登

山者が激増、３人寄れば山岳会と言われた時代、社会人山岳かが台頭し、新しい時代

の幕開けをします。その幕開けとは？ 

 

３、日本の大きな岩壁の初登攀時代がくる。 

昭和３０年から３５年まで、谷川岳、穂高岳、剣岳、等の日本の大きな岩壁は夏、冬

とも社会人山岳会のクライマーに初登攀されてしまいます。 

 

  

    谷川岳１の倉沢、衝立岩            穂高岳屏風岩東壁 

 

１）、この時代から、戦前の登山体質と登山技術に固守した「日本山岳会」の時代が終
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わり、新しい雪と岩の岩壁の登攀技術において、社会人山岳会がリーダーとして、世

界の登山界に対抗して行く時代に入ります。 

 

２）、そして社会人山岳会のクライマー達が、第二次ＲＣＣ（ロック、クライミング、

クラブ）を結成し、昭和４０年代にヨーロッパアルプスの大岩壁を登る時代を経過し、

昭和５０年代ヒマラヤの雪壁や困難な稜のバリエーションルートの登攀に挑むように

なる。 

 

４、日本人のヒマラヤでの活躍  
昭和５０年以降、日本人によるヒマラヤでの活躍は目覚しく、活発に行われる。 

 

１）日本人によるエベレストでの世界初登攀と記録 

１、 １９７３年：世界初の秋期のエベレスト登頂、加藤保男。 

２、 １９７５年：女性初のエベレスト登頂、田部井純子。昭和５０年 

３、 １９８０年：北壁の初登攀、日本山岳会、社会人合同隊。 

４、 １９８８年：山田昇が北稜から南東稜に世界初縦走。昭和６３年 

５、 １９９３年：群馬岳連、厳冬期南西壁初登攀。 

６、 １９９５年：日本大学隊、北東稜初登攀。平成７年 

 

 

          「北面から見たエベレストの全貌」 
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２）その他ヒマラヤでの日本人の世界初登攀 

 

１、８１２５ｍ、マナスル西壁の初登攀 

２、７７５０ｍ、ジャヌー北壁の初登攀 

３、８５９７ｍ、カンチェンジェンガ北壁の初登攀 

４、８１６７ｍ、ダウラギリ北壁の初登攀     

５、８５１６ｍ、ローツェ西壁の初登攀 

６、ヒマラヤ以外では山田昇が初めて厳冬期の五大陸

高峰を全登頂。山田昇は８０００ｍ峰を１１座登っ

ている。（八千ｍ峰は１４座ある） 

 

３） 群馬山岳連盟の活躍 

山田昇をリーダーとしてヒマラヤで多くの活躍を

した群馬山岳連盟の著作「８０００ｍの勇者たち」は

感動的な本である。ヒマラヤではこの他にも多くの日

本人による初登攀や記録があります。 

「ダウラギリ８１６７ｍの南東稜の雪稜」 

 

５、日本百名山と中高年登山ブーム 

昭和３９年発売された深田久弥さんの書いた本

「日本百名山」は、中高年登山者の登山目標の

バイブルとなり、此れを登る為に多くの中高年

登山者が増加し、「百名山ブーム」を引き起こし

ます。（山と高原に連載した「日本百名山」を単

行本として発売し読売文学賞を貰っている。） 

  

１）、「日本百名山ブーム」により、日本全国の

百名山が登られる様になり、此れに目をつけた

観光会社が百名山登山ツアーを組み、中高年登

山者に便利さを提供し、今日の観光登山ブーム

が訪れました。ヒマラヤトレッキングも観光登

山ブームの中に入るでしょう。 

昭和３９年７月初版の「日本百名山」 

２）、中高年登山者の遭難の多発 

登山を中高年になってから始めた人が多く、中高年の登山者比率が著しくアップした。

この為に厳しい登山環境の体験が乏しく、登山知識、登山技術の不足、体力不足など

により遭難の８０％が中高年登山者となるが、２００８年遂に遭難の９０％が中高年

登山者となった。 
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        百蔵山 1003.4ｍ       記：千葉かつ子 

 

●日  程 平成 22 年 1 月 31 日（日） 

●メンバー Ｌ千葉・鏑木・鈴木（里）・中島          

●歩  程 南越 5：51－7：36 猿橋―登山口 8：50―9：40 大同分岐―10：00 

  百蔵山―11：00 コタラ分岐―12：05 車道―12：50 猿橋駅 13：16－15：05 南越 

 

 暖かな山行でした。風もなく、誰一人あうこともなく。私達四人だけの登山道? 

猿橋の駅から車道歩きのきついことは充分わかっていましたが、それでも駅に戻れる

と言うことと、多分アイゼンも軽でよいのではという事で実行しました。 

 車道歩き一時間、急な坂道。山より辛い車道を頑張り登山道に一歩入った途端、 

足に負担もなく、急に軽くなりました。ジグザグな緩やかな登り、ヒノキの林を過ぎ 

雑木林に登りつめると、大きな傘雲をかぶった富士山が目の前に現れ、足を止めた事

は言うまでもありません。そして 30 分程登ると大同山分岐、15 分で広場のある百蔵山

頂に着きました。 

 誰もいない私達だけの百蔵山でしたが、10 分もすると 4・5 組のパーティーが次々と

登って来て、いっぺんに賑やかになりました。 

 ゆっくり昼食を済ませ、富士山もたっぷり眺められ大満足で下山となりました。 

コタラ山との分岐からはロープの張られた急な坂を落ち葉で足元も分かりにくく、石

のゴロゴロ、赤土でツルツルした、そんな急坂を「ここは登りも下りも嫌だ」と思い

ながら下山しました。 

 葉の落ちた林は遠くも見え、オレンジ色のチョッキを着た鉄砲かついだ男性が一人

登ってくるのが目に入りました。下の方では「パンパン」と音もしましたが、「今、犬

が猪を追って入っている」と小声で言われました。でも、山中はとっても静かで「ガ

サガサ」の音も、鳴く犬の姿を見ることも出来ませんでした。 

 車道まで一時間 15 分、12：05 着。早めの下山ができましたが、ここから又駅まで

45 分の歩きです。山歩きより車道歩きの方が長く感じた山でしたが、昼食もゆっくり

食べられ、富士山も大きく、「たまに行くならこんな山ね」と！ 

 今度はタクシーで、そして扇山へ足を伸ばしてみようと考えながら帰路に着きまし

た。 ありがとうございました。 

山で美味しい簡単料理！！    

山で簡単に作れて美味しい物って何かなって？頭に浮かんだ物は鍋でした。野菜類を

切って一袋に入れ、手軽で細々とした調味料もいらない寄せ鍋の元やモツ味、チャン

コ味、カレー味とね。うどんやラーメンが少しでもあればお腹も満腹。お肉の変わり

に油揚げ・練り製品・味噌などをいれ味を変え、 後におにぎりをいれ、おじやもい

いかな！運動不足に歳の重ねも手伝って体力がなく、低山でゆっくり花を見ながら鍋

を囲んで一杯。楽しい山行が出来ればいいな～と。花見はこれで決まりかな！！！  
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大菩薩嶺(2,057m)  

記：山口裕史 

◆山行日：２０１０年２月７日（日曜） 

◆メンバー：L 山口（裕）、石井（美）、浅井（昭）、千葉、小野寺、松田、樋口、山口（敏） 

◆コース：7 時間 5 分 

7:45 裂石駐車場→10:05 丸川峠 10:20→12:05 大菩薩嶺→12:25 雷岩 12:35－唐松尾根→

13:10 福ちゃん荘→13:45 ロッジ長兵衛→14:50 裂石駐車場 

 

土曜に谷川岳に向かうも赤城から積雪が始まり、水上に到着する時には大雪。こんな

中ラッセルして雪洞ポイントまで登れるわけもなく、見切りをつけトンボ帰りで帰宅

しました。予定は日曜まで設定してあるのでどこか行きたい。山梨は天気が良さそう

なので大菩薩嶺へと向かいました。 

 

以前夏にロッヂ長兵衛まで車であがりハイキングしたことがありましたが、冬季はゲ

ートが閉まっているため裂石からの登りとなり、他の季節に比べると格段と登りにく

い山になる。丸川峠方面（北斜面）を歩いたことがなかったので急遽希望しメンバー

に納得してもらった。 

丸川峠までは樹林帯の登り上げで感動するよ

うなものは無かったが、丸川荘付近に出る開

けた枯れた草原が一面に広がり、振り返ると

富士山が結構大きく見えるのが嬉しい。 

山荘から大菩薩へは北斜面を歩くことになり、

鬱蒼とした暗めの登りが続く。寒いからか残

雪はこの場所が一番多かった。５度ほど巻い

た後、ツヅラ登りを経る。登りの途中では、

木々の間から金峰の五丈岩が視認でき、意外

に近いことを再認識した。八ヶ岳やその前面

の山々の姿もきれいに見える。 

大菩薩山頂は樹林に覆われ展望は全く無いが、

風を遮ってくれ休憩するには丁度良い場所で

あった。雷岩から富士山に雪をまとった南ア

の峰々の姿、眼前に広がる甲府盆地を少しで

も堪能できたので来てよかったと思う。午後

になってもクリアな展望なのは、それほど多

くないだろう。今回は 短ルートである唐松尾根を下ることになった。唐松尾根の下

りは結構急だと思っていたが、雪があると本当に楽だ。下りはコースタイムをかなり

縮めることができる。大菩薩下から登ると結構満足できる距離となり、健脚でも十分

楽しめる山であることを再認識した。皆様お疲れ様でした。 
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日光戦場ヶ原雪上ハイキング（栃木県日光市） 記：山崎 正夫  

【日 程】2010(平成 22).02.14(日)   【天 候】晴れ  

【標高差】1,502－1,100＝102ｍ   【ﾒﾝﾊﾞｰ】ﾘｰﾀﾞｰ 下川、山﨑  

【コース】     5:26 草加駅＝6:35 栃木駅 6:37＝7:37 東武日光駅 7:41＝8:45 滝上 9:00

→   石楠花橋→泉門池 (ｲｽﾞﾐﾔﾄﾞｲｹ)→12:30 湯滝→13:00 湯の湖→  西岸→

14:12 湯本温泉 14:16＝15:36 東武日光駅 15:59＝18:27 草加駅   

【経 費】電車賃 1,160 円×2＝2,320 円、バス賃 1,400 円＋1,650 円  合計 5,370 円  

  例年になく雨と雪の多い気候の中、久しぶりの日曜日の晴れ、雪上ハイクとバード

ウォッチングを目的に戦場ヶ原へ向かう。途中、新大平下駅では駅前の日立製作所栃

木工場前の桜並木が前夜の雪で凍り付き樹氷のようになっている。一面雪景色で期待

が高まる。栃木駅で電車を乗り継ぎ、東武日光駅へ。バスに乗り、竜頭の滝上で下車。

ここからバードウォッチングのため高山方面に向かうが、カラスの鳴き声のみで野鳥

がおらず、途中で引き返し、戦場ヶ原、湯滝へ向かうことにする。昨夜の雪にかかわ

らず、既にトレースができている。ハイクと写真撮影の人たちだ。泉門池（いずみや

どいけ）では５パーティが賑やかに休んでいる。  

ここから湯滝まで林間を行く。ここでスノーシュー、下川さんはわかんを付け、ト

レースの無い雪を歩くつもりでいると、向こうから１０人のパーティが来る。デパー

トが募集しガイドが先導しているハイキングという。仕方がないので、コンパスを頼

りに林間を直線的に歩き、新雪の上を歩く。戦場ヶ原では、かわからす、こがらを見

る。湯滝に達する。 

ここで、少し傾斜を求めて、滝の西側の丘を越えることにする。スノーシュー、わ

かんをはずして登り始めると、予想外に傾斜が急で、積雪が少なくキックも効かず、

足場が不安定となる。両手も使ってようやく尾根に着くと、鹿除けのフェンスが行く

手をふさいでいる。フェンス沿いに進むと、湯滝の西側までフェンスがきっちり整備

してある。仕方がないので、フェンスの 後の支柱につかまり、体を回して反対側に

行く。要約湯ノ湖の岸に着く。湯ノ湖は３分の 2 が氷結している。ここから西岸を回       

り湯元に向かう。途中、ひどりがも、ま

がも、きんくろはじろ、おおばん、こがも

が水面に遊ぶ。湯ノ湖から望む男体山が素

晴らしい。湯本温泉のバス停に着くと、エ

ンジンをかけまもなく発車する様子。急い

で乗車し、車内で道具の片づけをする。途

中で満員になり、立ち席も出るが、中善寺

温泉で臨時バスを追加し、立ち席を無くし

ていろは坂を降りる。 

帰りの新大平下駅の桜並木や地面の雪は

とけ、朝の雪景色はすっかり無くなっている。 

 静かな雪の戦場ヶ原を楽しんだ１日だった。 

湯ノ湖から望む男体山 
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編 集 後 記  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

初めての編集にチャレンジしてみました。皆さんの御協力で何とかなった？！

てんとさいと 208 号私のお宝になりそうです。ありがとうございました。  

編集担当 いつ子 
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