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【コール】 
記：染谷 智行 

 

２０１３年、今年は草加山の会が来年４０周年を迎える記念行事、その他の山行

で良い思い出をつくられたことでしょう。お疲れ様でした。ちまたでは、冒険家の

三浦雄一郎が８０歳にしてエベレスト登頂や、タレントのイモト・アヤコがマッタ

ーホルンに登頂とマスコミが賑わしておりましたが、登頂後の下山にヘリコプター

を使用したことに賛否があるようでしたが、頂上に立ったことには変わりがないと

私個人としては思いますが、会員の皆様はいかが御思いでしょうか。 

 

来年度の当会は、４０年の節目の年であり計画記念登山山行の実施、会員の皆様

におかれましては心と体の健康維持を図り、「行きたい山、行きたい所、やりたい

事」を目指し「心に残る思い出」を作れる様に今年以上の御活躍をお願い致します。 

 

会長をはじめ運営委員の方々が尽力されている中、私事ですが定年に達し今年も

あまり山行に行けず、協力できなかったことを申し訳なく思っております。 

 

おわりに、山の会創立以来のキャッチフレーズ、「ハイキングからヒマヤラ迄」

を置き換えて、来年は世界遺産となったことで、「ハイキングから富士山迄 ３７

７６迄」と行きましょうか。 
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平成２５(2013)年９月～１１月山行実績 

 リーダー部・機関紙部 

山

行 
日  程  山 岳 名 リーダー 参   加   者 

リ 9/７ 
丹沢･ 
ｾﾄﾞﾘ沢 

松浦 鈴木(勝)、森 

会 9/12～17 薬師岳 山﨑 下川、鎌形 

個 9/14 大坊山･大小山 山口(敏) 山口(裕) 

会 9/18～20 剣岳 小野寺(英) 山本、阿部、小宮 

会 9/21～23 双六岳・笠ヶ岳 園木 三浦、森、大門、新島 

会 9/22 
多 摩 川 水 源 界
No.7(倉掛山) 

芳野      小野寺(博)、橘、鈴木(廣)、兼堀(善) 

個 9/22 

 

 

 

奥 多 摩 水 源 界

No1～4「棒ノ折

山～高水山～青

梅丘陵」 

山口(裕)  

会 9/27～29 御嶽山・乗鞍岳 三浦 
山口(裕)、山口(敏)、大門、鎌形、 
平野、大竹(一)、尾崎 

個 9/28 苗場山 園木 加藤、八並 

会 9/29 

多 摩 川 水 源 界
No.8(柳沢峠～
大菩薩嶺) 

兼堀(恵)      

兼堀(善)、小野寺(英)、八並、澁谷、 
小野寺(博)、中島、新島、森(花)、 
木原、小林(真)、関口、千葉、森(律)、
大畑、山本 

個 9/29 扇山 井口  

個 10/1～2 至仏山 新島 大門、平野 

個 10/5～6 雨飾山 園木 加藤、大門 

個 10/6 明神ヶ岳 井口 鈴木(廣) 

個 10/9～10 
吾妻小富士・ 
一切経山 

山﨑 会員外(３) 

個  10/11～14 奥穂高岳 石井(美) 石井(文)、松田、井口 

個 10/12～14 岩木山 浅井(昭) 
小野寺(博)、兼堀(善)、兼堀(恵)、 
芳野、鎌形、染谷、大門 

個 10/12～14 不動岳 園木 山口(裕)、三浦、新島 

個 10/19 尾白山 松田 浅井(祐)、大門、山﨑 

個 10/27 庚申山 兼堀(善) 大竹(一)、森(律)、浅井(祐) 

個 10/28～31 大山・蒜山 山﨑 下川 

会 11/2～4 
多 摩 川 水 源 界
No.5(棒ノ折～
飛龍山) 

山口(裕)  三浦、森(律) 

個 11/3 大岩、碧岩 大竹(一) 兼堀(善)、浅井(祐)、松田 

個 11/3～4 沢口山 園木 加藤、大門、尾崎 
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個 11/5 社山～黒桧岳 山本 小宮、阿部、小野寺(英)、千葉 

個 11/9 木地夜鷹山 園木 加藤、大門、新島 

会 11/10 公開ﾊﾞｽﾊｲｸ 浅井(祐) 

大竹(一)、樋口、小野寺(博)、阿部、 
大木、小林(真)、松井、関口、小野寺
(英)、張替、小林(い)、兼堀(善)、 
森(律)、山﨑、千葉、大畑、尾崎、 
石井(美)、澁谷 

個 11/12 川苔山 新島 大門、平野、兼堀(恵) 

リ 11/16 モミリ沢 松浦 山口(裕)、森(律) 

個 11/16～17 甲州街道歩き 石井(美) 

石井(文)、和田、大木、鈴木(廣)、 
平野、阿部、中島、兼堀(善) 、兼堀(恵)、
大畑、澁谷、田村、千葉、杉山、大門、
黒澤、木原、畑野、小林(陽)、鏑木 

個 11/23 篭岩山～明山 大竹(一) 大竹(理)、兼堀(善) 、兼堀(恵)、森(律) 

会 11/24 
多 摩 川 水 源 界
No.3(岩茸石山
～棒折山) 

小野寺(英) 
山本、千葉、小林(い)、森(花)、 
登内(お試し山行) 

個 11/24 
大沢山～三ツ峠
山 

園木 大門、新島 

個 11/30  大鳥山 園木 松浦、森(律) 
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心に残る山行 

記：大木 靖子 

私の山の原点は尾瀬です。 

山の会の一大イベントの一つに「公開バスハイク」があります。近頃は、日帰りで近隣の

山に行きますが、私が山の会を知ったのは、「尾瀬バス」です。 

子どもから少し手が放れ、気持に余裕が出来た時、一度どうしても行って見たい所、それ

が尾瀬でした。 

草加市広報で尾瀬バスハイクを見つけ、思い切って申し込んだのですが、学校の役員会

とぶつかり残念！。その後、秋に和田さんと行ける機会に恵まれ、上野から夜行で沼田駅

に着きました。まだ真っ暗なのにバスがヅラ----リと並び、次々と客を乗せ、出発して行

くのにまずびっくり。鳩待峠から歩く途中、朝日が昇りきる迄の１０分間、空のビックシ

ョーと草紅葉の美しさは今も忘れません。次の年の「尾瀬バス」、広報をしっかりチェック

し、迷わず申し込みました。至仏山から山ノ鼻に下山する時、眼下を見下ろすと転々と池

糖が見え、そして白い水芭蕉の間をぬうように、どこ迄も続く木道、まるで絵ハガキそっ

くり、やっぱり尾瀬は素晴らしいと思いました。 

その後バスハイクは、もちろん何回となく通いましたが、草むらの中の小さなトキソウ

の花を見つけ喜んだり、チングルマのはたきのような種子に感動したり、池糖の中でひっ

そりと咲くヒツジグサや見わたす限りのワタスゲの群生など、水芭蕉だけでない、出会っ

た季節の自然の豊かさに出会える素晴らしい、いつ迄も心に残る場所です。 

２人で行っても、１００人で行っても、だれもが楽しめる山、それが尾瀬だと私は思っ

ています。 

平成 16 年 6 月 5、6 日 尾瀬公開バスハイク 
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新入会員（自己紹介） 

【氏  名】森 花江（もり はなえ）平成 25 年 11 月入会 

【生年月日】昭和 26 年 3 月 19 日 62 歳 

【出 身 地】山梨県都留市、40 歳から吉川市民となりました。 

【血液型等】O 型 RH+ 身長：154cm 体重：43kg 

【性  格】温厚 

【趣  味】映画観賞・クラシック音楽・編み物・読書 

【好きな花】バラ 

【登山経験】今年の初めに山に目覚めて、山用品のショップで知り合った方から、元会員

の川上さん主宰「自由ハイキングクラブ」に誘われて初登山、登り始めたば

かりの初心者です。 

３千メートル以上の山は、富士山・仙丈ケ岳（高山病は大丈夫）。 

その他は、日光白根山・燧ケ岳・川苔山・陣馬山→高尾山・筑波山・御岳山・

棒の折山・丹沢表尾根縦走。 

【入会動機】北アルプスに行きたくて！ 

 

 

 

 

■■■ 草加山の会の邪魔にならないように頑張ります、山に連れてってください。■■■ 
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岳人垂涎の古典山岳書３冊について

平成２５年１１月３日 松浦 剛 

１ はじめに 

多くの山に登り、多くの山岳書を読み、そして山岳書を収集している山きちがいの岳人

にとって、何時かは手元に置き書棚を飾りたい歴史的な山岳書の古典である名著が３冊あ

る。第一にアルプスのマッターホルンの初登頂者エドワード・ウインパーの著書「アルプ

ス登攀記」１８７１年発行であり、第二に初めて岩登りによりバリエーションルートを登

る事を提唱し実践したＡ，Ｆ，マンメリーの著書「アルプス、コウカサツ登攀記」１８９

５年発行、第三に明治２０年代初期に日本アルプスの多くの山を登り、イギリス帰国後に

ロンドンでウオルター・ウエストンが著作し出版した「日本アルプスの登山と探検」の３

冊である。これ等の本はいずれもイギリスのロンドンで出版されたが、当時の印刷技術か

ら 1 回の印刷部数は８００～１０００冊であったので、これ等初版本は世界に１０００冊

以下しか存在しないし、この３冊は１２０年～１４０年の年月を経て災害や戦争でその数

も半減していると思われるので、大変数の少ない貴重な山岳古書なので世界の岳人が一度

は手元に置きたいと思う本である。それゆえに大変高価であり、日本においては僅かしか

存在しないので、お目にかかることもほとんど無い。日本の戦前の山の本も５００部～２

０００部が初版部数であり、山の本の初版発行部数の事情はヨーロッパと余り変わらない。 

    

アルプス登攀記    アルプス、コウカサツ登攀記 日本アルプスの登山と探検 

初版本        初版本           初版本 

勿論、これ等の本が英文原書であり、日本には僅かしか存在しないし、かつ高価なので

書店に並べて売られることはない。特別な古書販売展示会で売られるか、古書店からその

店のお客に目録が送られ、それを見てお客は古書店に連絡して販売される。私もこれ等３

冊の本は人生で２回しか逢っていない。１回目は５０歳代の時であるが、当時の私にとっ

ては余りに高価で手が出なかった。こうなると再び逢えるチャンスは至って少なくなる。

取り合えずこれ等の本の和訳本を読み、その内容の素晴らしさに触れておいた。これ等和

訳本も昭和の初めに出版され、７０～８０年経っており日本の山岳書の古典となっている。
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初めに原書初版本を入手したのはマンメリーの「アルプス、コウカサツ登攀記」である。

他の２冊が高価で手が出ず買わなかったことを後悔していたが、阿佐ヶ谷にある馴染みの

山岳古書店でマンメリーの本のことを話すと、何と店に出してはいないが、「アルプス、コ

ウカサツ登攀記」の初版本の在庫があると言う。その時はためらわずに、言い値で買いま

すから譲ってくれと交渉すると、私とは山の本のことを良く話し、買っていたのでさすが

に余り法外な値段は付けられないと見え、高価ではあったが思ったより安い値段で譲って

くれた。この本は私が初めて会った時に購入することが出来たが、販売展示会や送られて

くる目録でもそれ以降お目にかかっていない。おそらく一生に一度しか会えない本なので

あろう。 

山岳書は中高年から山を始めた人は山に登ることに忙しく、余り読む人は見かけない。

山から少し距離を置いて山登りが出来る人か、山のことは何でも知らないと気がすまない

人、又は、好きなアルピニストがおり，その人の書いた本を読み、山の本の素晴らしさを

見出した人などが、山岳書に取り付かれる。私は２０歳代前半から山の本を読み始めたが、

イタリヤのアルピニストで世界最強と言われたワルテル・ボナッティーの書いた本から多

くの影響を受けている。ボナッティーの山に登る姿勢に大変感動し、以降は多くのヨーロ

ッパのアルピニストの本を読みまくったが、同時に当時販売され始めた「日本山岳名著全

集」を読むようにもなった。今回この貴重な３冊の山書の古典が私の手元に揃ったので、

これらの本について書いてみました。 

２ 「アルプス登攀記」について 

この本は明治６年頃、 １４２年前の１８７１年に出版された本格的な初めての登攀山

岳書である。それまでの山の本は、学術的な目的であったり、冒険、探検的な山頂を目差

さない山の本であった。この本を書いたエドワード・ウインパーはヨーロッパアルプスの

多くの山の初登頂を行った

イギリスのアルピニストで

挿絵画家でもあった。アル

プスで最後まで登頂を許さ

なかった山がマッターホル

ンであるが、この山の初登

頂者がエドワード・ウイン

パーである。１８６５年の

初登頂の下山時に４人の死

者を出し、その初登頂は大

変ドラマチックであった。 

アルプス登攀記はマッ

ターホルンの初登頂から６

年後に出版されたことになる。ウインパーとマッターホルンの初登頂を争った人にイタリ

アのアントワース・カレルがいる。カレルはイタリヤ側のルートから登ることに執着し、

ウインパーに遅れること数日後にイタリヤ側ルートからの初登頂を成し遂げている。 

 

３ 「アルプス、コウカサツ登攀記」について 

「アルプス登攀記」の見開き口絵 
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この本は「アルプス登攀記」の出版から遅れること２３年後の１８９４年に出版された。

当初はイギリス人の著者Ａ，Ｆ，マンメリーが友人知人に読んでもらう為に計画されたが、

その内容の素晴らしさに、一般読者に販売する為に出版される様に為った。 

残念ながらマンメリーはこの素晴らしい本の名声を

知ることなく１８９５年にヒマラヤのナンガ、パル

パットで雪崩で遭難死してしまう。ウインパー時代

によるアルプスの著名な山々の初登頂時代が過ぎ、

マンメリーは新たなより困難なルートから山頂を目

指すことを提案し実行した。これには岩登り技術が

不可欠となり、新たな登山方式がマンメリーにより

勧められたので、これを当時マンメリーイズムと云

った。アルプスには針の様に尖った岩の山頂をもつ

多くの針峰群がある。マンメリーはこれ等の岩峰を

積極的に初登攀していき、またより高い山を目差し

コーカサツの山々をも登山した。そして世界で初め

てヒマラヤの８０００ｍ峰にチャレンジするが、ナ

ンガ、パルッパトで遭難してしまう。マンメリーが

登攀した多くの針峰群は現在でもアルプス憧れの登

攀ルートである。 

「アルプス・コウカサツ登攀記」の見開き  

     

 

「書中にあるマンメリーが初登攀したグレポン針峰の写真」「遭難報道新聞記事」 

新聞記事は本の中に挟みこんで入っていた、当時の新聞の切り抜きであるがこの本を購入

した人が、新聞を読みマンメリーの遭難を知り、記念に本の中に差し込んでおいたのであ

ろう。新聞には購入者の書き込みで、１８９５年１１月１２日と書いてある。 

見出しには「マンメリー氏、遭難決定的」と書かれ、確実な情報によればヒマラヤのナン

ガパルパットに遠征登山に行ったリーダーのＡ，Ｆ，マンメリー氏以下の隊員も悲惨にも
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死亡したようだと書かれている。マンメリーによりロッククライミングによるバリエー 

ションルートの開拓という新しいアルピニズムが誕生し、ヒマラヤ登山という道も開かれ

ていき、マンメリーは近代的な登山の生みの親として尊敬されている。 

 

４ 「日本アルプスの登山と探検」について 

この本は「アルプス、コウカサツ登攀記」の出版から２年後の１８９６年（明治２９年）

に同じくイギリス、ロンドンより出版された。著者はウオルター・ウエストン氏で日本ア

ルプスの父と言われ、上高地には日本山岳会により大きな岩にレリーフが埋め込まれ、こ

の前では毎年上高地の山開きが行われている。 

明治２１年に２８歳でウエストン氏は牧

師としてイギリスから来日し、神戸でキリス

ト教の布教活動をしていた。明治２４年に浅

間山を登り上高地に入るが、天候悪化で槍ヶ

岳登山を断念するが、以後毎年のように日本

アルプスに踏み入り、多くの山々を登り「日

本アルプスの登山と探検」を書き上げた。イ

ギリス，ロンドンでの出版は日本アルプスを

初めて世界に紹介した本として価値がある。

明治３５年槍ヶ岳登山後に日本山岳会創立者

で初代会長の小島烏水は友人の岡野金次郎か

ら「日本アルプスの登山と探検」という本が

あることを知り、偶然当時は横浜に住んでい

たウエストンに面会し、山岳会の設立を進め

られる。ウエストンからイギリスのアルペン

クラブの内容を聞き、ウエストンの助言によ

り明治３９年に山岳会が日本で初めて設立されるという、日本の登山界にとって重要な本

と言える。 

以下の３名はいずれもイギリスのアルペンクラブの会員である。 

    

エドワード・ウインパー    Ａ，Ｆ，マンメリー     ウオルター・ウエストン 

 

「日本アルプスの登山と探検」の見開き 
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山靴の修理屋さん  いい所見つけちゃいました。 

ある山グッズのお店で靴の修理について店員さんに聞

いているとき、そばにいたお客さんがそっとお得な情報

をくれました。 

草加山の会の皆さんにも早速お知らせします。 

 

中田商会 川口市峯 81 ℡048－296-3073 

私の靴は前の部分が少し剥がれてきたので修理をお願いしましたが、まだ剥がれが浅か

ったので左右で 2,000 円でした。とても丁寧に直されていました。カバンや他の革製品

の修理もするそうです。工場の中は山靴でいっぱいでした。 

山グッツのお店に頼むと 送料+修理代（その時点では幾らになるか分りません） 

道は細く、分かりづらい場所に小さく名前が出ています。 

 

お店のホームページが有りますので参考にして下さい。 

http://www.shoes-doctor.com/ 

登山靴のソール交換のページです。 

http://www.shoes-doctor.com/repair/?ca=1 

記 小林いつ子 
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40 周年記念･日本の高山 40 座登山 

 裏銀座 GV 野口五郎岳・水晶岳・鷲羽岳 
■ 日  程 Ｈ25.8.25（日）夜－30（金）            記：小林いつ子 

■ 場  所 北アルプス 野口五郎岳・水晶岳・高天原・雲の平・鷲羽岳 

■ メンバー Ｌ小林い・木原・小野寺英子・鎌形・八並・大門・山﨑・下川 

■ 歩  程  

25（日）21：05 草加－新宿 23：10 着―バスさわやか信州号 

  26（月）4：25 信濃大町―タクシーー6：10 高瀬ダムー6：50 ぶな平登山口（12 合目）

―12：40 烏帽子小屋（0 合目）―烏帽子岳ピストン（2H40） 烏帽子小屋泊 

  27（火）5：30 小屋―9：45 野口五郎岳―13：50 水晶小屋―水晶岳ピストン（2H） 

                                  水晶小屋泊 

  28（水）4：00 小屋―8：45 高天原山荘（温泉）10：45 まで― 

12：00 高天原峠―スイス庭園―14：25 雲の平山荘    雲の平山荘泊 

  29（木）4：30 山荘―6：30 祖父岳―9：00 鷲羽岳―10：25 三俣蓮華小屋 

        13：15 双六小屋―16：25 鏡平小屋           鏡平小屋泊 

  30（金）6：10 小屋―10：30 新穂高温泉―バス 10：55 発平湯温泉行き 

        ―14：30 発高速路線バス－中央道府中下車―タクシー－府中本町武蔵野

線で南越谷駅 

 

1 日目 晴れ。バスは明け方 4：30 頃信濃大町

に着いた。停留所前のタクシー会社にリュック

を下ろし、小一時間ほど休憩・食事など準備を

させてもらい、ジャンボタクシーで高瀬ダムに

向かった。ロックヒルダムのど真ん中を最頂部

までジグザグに登る。当然上には水がある。不

思議な体験に大人たちは朝からハイテンション

で、静かな山並みやトンネル内に声が響き渡る。 

 ブナ立尾根は日本三大急坂と教えられていた

ので、つい身構えてしまう。道標によると 

登山口は烏帽子小屋（0 合目）までの 12 合目であった。長い長い急坂も短い距離で区切ら

れているのと、頑張った分だけ数字が減るので、思ったよりは楽しく登ることが出来た。 

烏帽子小屋で宿泊の手続きをし、早々に烏帽子岳にピストンした。烏帽子は想像以上に面

白い山で、程よい岩登りを楽しめる。何より姿がいい！立山連峰を後ろに従えて、小さい

トンガリがグンと立派に見えた。 

 

2 日目 晴れ。5：30 野口五郎岳に向かう。烏帽子小屋のキャンプスペースを抜けどんど

ん進む。朝霧が上がり前の山々が見えてきた。途中、ブロッケン現象に遭遇！五郎小屋で

休憩をとり、お花畑を楽しみながら 9：45 野口五郎岳山頂到着。穏やかで広い山頂からは

東に燕。西に赤牛・水晶・薬師。南に槍が岳。メンバーは地図と山の名前を確認しながら、
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「あれがこれ！」「それは違う！」「そんな筈は？」

「えーい面倒だ。全部見えた！」にしておこう。

回転レストランでもあれば最高！！！（リーダー

小林）暫しの興奮も収まり、再び水晶に向かい歩

き出す。9 月に薬師岳に行く山﨑・下川・鎌形の

三人は、目指す山がずうっと右に見えるので余計

に盛り上がっているようだった。ザレ場の真砂岳

を巻くと水晶小屋までは岩の小山を何度も繰り返

し、小屋の手前で一気に上る。13：50 水晶小屋着。

すぐにピストンで水晶岳を目指した。途中雲行きが怪しくなりかけたが雨にはならず、気

持ちの良い尾根道と直下の岩登りを楽しむことが出来た。今回の縦走最高峰はやはり素晴

らしい。 

3 日目 晴れ。4：05 出発。木原さんが体調をくずし、八並さんの同行で最短距離で下山

することになり、残念だが別行動となった。残る 6 人で真っ暗な冷たい風の道を注意深く

下りていった。ワリモの分岐辺りで雷鳥の親子発見！寒さも暗さも忘れ眼を凝らした。岩

苔乗越で漸く明るくなり、高天原・雲の平への長～い一日が始まった。 

 水晶岳と雲の平の谷あいを沢に沿って下る。熊の出没情報は無かったが如何にも出そう

な雰囲気にビク付き、煩くまとわり付く虫に悩まされながらジャングルの様な道を進む。 

 水晶池をピストンして、8：45 高天原山荘着。 

山と湿原に囲まれた山荘は温泉付きなので、全国

の秘湯ファン憧れの場所だ。お湯は白濁、湯船は

3 つ、女性専用は葦ずに囲まれている。温泉に癒

されて、つい！２時間も経過。その先雲の平を目

指すきつい登りが待っていた。 

 高天原峠を越え、雲の平奥スイス庭園に出た。 

前日、水晶の尾根から眺めた雲の平は真っ平に見

え、「明日はあのお庭を歩くのね」なんて！ 

あー甘かった！！大石の波のようなうねりを何度も超え、14：25 雲の平山荘に到着。 

残念ながらスイスの庭園を味わうゆとりがなかったので、リュックを下ろしてから近辺を

ゆっくり散歩。お庭は広すぎて、下手すると他所の国へ行ってしまいそうだ。 

山荘は水晶・薬師・黒部五郎に囲まれ、ちょうど大皿の真ん中にある感じで開放感があ

り、建物は２年前に建て替えたばかりだ。 

4 日目 晴れ。4：30 出発。台風を控えた低気圧が翌日に影響しそうなので、計画変更し

鏡平まで頑張ることにした。4 日目に一番長い距離を歩くわけだが、メンバーは皆体調万

全！まずは眼前の祖父岳を目指す。花々も元気をくれた。岩に付けられた黄色い丸印が誘

導灯のように山頂へと案内してくれた。霧が出たら迷いやすい場所なのだ。前日の岩苔乗

越も通過！大きな風船を一回りしたことになる。 

ワリモ岳のちょっと面白い岩場を回りこむと大きな大きな鷲羽岳に続く登りになり、 

9：00 鷲羽岳山頂に到着。これで目的の山（高山 40 座）3 座が達成出来た。思いがけない

褒美も戴いた。山頂でたまたま出会った品川聖さん（ビオラガンバという楽器奏者）が 
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私達のために一曲奏でてくださった。感激で

うるうるしてしまった。 

今夜は雲の平山荘でコンサートを開くとか！

一日ずれて残念だったが、このタイミングは

言葉にならない。 

天気は快晴、まだ大丈夫！！ 

10：25 三俣蓮華小屋着。八並さんお勧めの小

屋 2 階カフェでケーキセットを頂き、体力回

復・気分転換。先は長いがここまで来れば！

である。双六小屋には時間短縮のため巻き道

を利用。 

 13：35 双六小屋着。宿泊予約を鏡平小屋に変更をお願いするとすんなりＯＫ。明日は土

砂降りと聞かされ、やはり頑張らなければ！双六から弓折尾根までは最後の登り、そこか

らはゴールまで下りばかりだ。とうとう山﨑さんの膝が悲鳴を上げ始めた。空にも雲が多

くなり、天候の悪化を知らせる。 

16：25 鏡平小屋着。丁度出発から 12 時間。 

双六小屋からは、すでに予約の連絡が入って

いるので、広い個室を用意されて 

「他の人は入れません。どうぞ御ゆっくり」 

混んでいるとばかり思っていたので小屋の配

慮には大感激。水晶小屋は一つの布団に二人

だったので、皆覚悟していた。 

鏡平小屋と言えば、目の前の槍ヶ岳が売り。 

黒い雲が多くなり見上げる槍も隠れ気味！！ 

それでも諦めず外を見ていると雲が切れたの

で大急ぎで池に走ると、逆さの槍ヶ岳・小槍が水面に映っていた。にわかカメラマンたち

は大興奮！ちなみに私は三度目の正直である。 

夕食前、空がとうとう泣き出した。５日目は４時間ほどの雨の下山になる。 

5 日目 小雨。6：10 出発。土砂降りでなくて本当に良かった。膝を痛めた山﨑さんを先

頭にゆっくり下山。悪天になるのは分かっていたが、登りの人も１５人位はいた。 

そういえば週末である。わさび平で休憩し、10：30 新穂高温泉にゴール！！ 

天気に恵まれ、メンバーの頑張りと協力に支えられ、登るべき山、見るべき所、憧れの

実現等々ほとんど叶えられた。ご褒美もいっぱい戴いた。 

 

この山行で、木原さんの途中リタイアはリーダーとしての配慮が足りなかった事を反省し

ます。そして、八並さんのやさしい申し出に只々感謝します。 

最後までご一緒出来たメンバーの皆さん、忘れられない素晴らしい思い出ができました。

本当にお疲れ様でした。 
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丹沢セドの沢 

森 律子 

山行実施日 2013 年 9 月 7 日 

メ ン バー L.松浦、鈴木勝、森 

コ ー ス 5：30 草加→8：00 作冶小屋→9：10 本谷 F1→13：42 木ノ又小屋→ 

15：50 戸沢山荘 

 

この夏は高山山行が多くなかなか沢へ行ける機会が無かったのですが、先輩方にお願い

して沢の計画を立てていただきました。 

曇り模様でしたが、この時期の丹沢には「丹沢の貴婦人」と言われるサガミジョウロウ

ホトトギスが最盛期とのことでしたが、車を止めた所で山ヒルがいると小屋の管理人さん

がヒル退治をしているを見て、やっぱり丹沢・・とちょっと不安になりましたが、明るい

沢に入った瞬間すっかり忘れていました。F1 から左俣までは、道標がありこんなに分かり

やすいと大人のフィールドアスレチックみたいだと考えながら遡行していきます。 
書策新道との交差地点でサガ

ミジョウロウホトトギスを見る

ことができました。 
この花につられて、予定とは

違った沢筋に入ってしまい、つ

めの所で、木ノ又小屋に続く尾

根に乗りましたが、尾根で休憩

した所で山ヒルの餌食になった

メンバーもいましたが、アブや

蚊と違い腫れたりしないので、

見た目は嫌だけど、まぁ～思っていたより大丈夫かと思いました。 
難しい沢に幾度かチャレンジさせていただく機会が多かったのですが、このぐらいの難

易度の沢だと、自分も余裕を持って遡行することができました。次の目標はビレイとザイ

ルのセッティングが出来るように訓練していきたいです。 
それから GPS を持っていたのにも拘わらず、ちゃんと GPS を活用していなかった事も

課題となりました。次の沢では、もっとこのアイテムを使いこなせるようになりたいと思

いました。 
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40 周年記念･日本の高山 40 座登山 

薬 師 岳 (折立～室堂縦走)  (2926m) 

 

       (富山県上新川郡大山町・中新川郡立山町)       記：山﨑 正夫 

【日 程】2013(平成 25).9.12(木)～9.16(月)  登山標高差＝1746m、累積高度＝3380m 

【天 気】①晴れ→曇 ②曇一時晴れ ③晴れ後曇 ④雨 ⑤雨 

【ﾒﾝﾊﾞｰ】Ｌ．山﨑、下川、鎌形 

【ｺ ｰ ｽ】 

9/12(木) 草加駅 6:34→新越谷駅 6:39→南越谷駅 6:45→6:57 南浦和駅 7:01→7:16 大宮

駅 JRMax とき 303 号 7:26→8:11 越後湯沢駅特急はくたか 2 号 8:20→10:15 

JR 富山駅→電鉄富山駅(地方鉄道)10:37→11:20 有峰口駅→11:30 ﾀｸｼｰ→12:00

折立(1350m)12:15～16:20 太郎平小屋(2330m) 

9/13(金)  太郎平小屋 6:30～7:00薬師峠～7:40薬師平～8:30薬師岳山荘～8:45愛知大学

遭難碑～9:45 薬師岳(2926m)10:30～11:35 北薬師岳(2900m)11:50～13:30 間山

(2585m)～14:45 ｽｺﾞ乗越小屋(2370m) 

9/14(土)  ｽｺﾞ乗越小屋 6:30～7:10 ｽｺﾞ乗越(2180m)7:25～8:10 ｽｺﾞﾉ頭(2431m)8:15～9:45 

越 中 沢 岳 (2591m)10:20 ～ 越 中 沢 乗 越 (2352m) ～ 12:35 鳶 ( ﾄ ( ﾝ ) ﾋ ﾞ ) 山

(2616m)13:15～14:15 五色ヶ原山荘(2490m) 

9/15(日) 五色ヶ原山荘 6:20～6:50 ｻﾞﾗ峠(2348m)～8:05 獅子岩(2714m)～8:40 鬼岳

(2750m)東面～9:50 龍王岳(2872m)西面・富山大学立山研究施設 9:55～10:05 浄

土山(2831m)～10:11日露戦争軍人慰霊碑 10:17～11:05室堂 11:20～12:20 ﾛｯｼﾞ

立山連峰  

9/16(月) ﾛｯｼﾞ立山連峰 8:00→立山駅→富山駅→越後湯沢駅→大宮駅 

【経 費】交通費＝往路(乗車券＝7,560 円、特急券＝3,810 円)＋タクシー11,100 円/3 人＝ 

15,070 円、山小屋(１泊 2 食)＝8,800 円×２＋9,000 円×２＝35,600 円  

復路＝各自 

9/12(木) 草加駅で集合し、大宮駅から上越新幹線、越後湯沢駅でほくほく線に乗り、富

山駅に到着。鎌形さんは昼食用に富山駅で鱒寿司を購入。ここで、富山地方鉄道に乗り換

え、有峰口駅までゆったりと進む。有峰口駅で下車したのは、我々３人ともう一人の男性

登山客。男性登山客は集落の方に歩いていく。９月からはバスは金～日曜日のみの営業と

なるので、駅前で迎えのタクシーに乗り、有峰有料林道のゲートを通り、一路折立に向か

う。タクシーを運転する人の名札の名が「心悦」。余

りにも素晴らしい名前なので、お伺いすると、やは

り、お寺の次男ということであった。親類はほとん

どお寺さんとのこと。お子さんは海外僻地や山登り

が好きだと言う。折立に着き、いよいよ、長丁場の

始まりだ。今日のコースタイムは小屋まで５時間。

タクシーにより２０分短縮。それでも太郎平小屋に

着くのは午後５時１５分になる。いつもよりペース
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を速くする。樹林帯をひたすら登る。下山者の一人がこれまで数えてきて、本日の登山者

は３６名で我々が最終だと言う。そうこうする内に、後から一人が追いついてくる。有峰

口駅で下車したもう一人の登山者だ。ここで話をして初めてわかったのだが、耳が聞こえ

ないようだ。集落でバイクを借りて折立まで来たようだ。薬師峠でテント泊とのこと。そ

れにしても元気で、歩きも速い。漸く樹林帯を越えると、草原が続く。先に見える岩が小

屋の屋根に見えて、がっかりしたりした後、太郎平小屋に到着。それでも歩程を５５分短

縮できた。本日の宿泊者は１６名。残りの人は薬師岳山荘に宿泊のようだ。因みに、１４

日の土曜日は２００名の予約が入っている。 

9/13(金)  太郎平小屋を出発。霧が出ている。木道上で雷鳥に２回会う。キャンプ地に

着き、下りてきて水場を捜している欧米人のアベックに場所を教えて、更に進むと、昨日

の男性がもう薬師岳から下りてきて、これから雲ノ平に向かうと言う。その元気なことに

感心。その後は、薬師岳山荘泊の登山者が次から次と下りてくる。きれいな建物の薬師岳

山荘に着く頃は霧の為、視界が効かない。ここで休んでいこうという下川さんを引っ張っ

て薬師岳に向かう。ここからは登山者はいない。

西側にカールを見ながら進むと、愛知大学遭難碑

がある。地図の表記とは位置が違う。薬師岳山荘

を越えて縦走するのは当日は我々だけであった。

霧の中、薬師岳山頂に着く。ここで、社の前で食

事を摂ったりして霧が晴れるの待つ。その間、半

ズボンの元気な外国人が来る。ニュージーランド

から来た男性。お互いのカメラで記念写真を取り

合う。やっと霧が晴れて、束の間の眺望を得る。

８月に歩いた水晶岳や野口五郎岳、その前の赤牛

岳がよく見える。漸く納得して出発する。山頂から下がり切った場所でフランス人の若者

が前日の雨の為濡れたテント一式を広げて乾している。遠くから見ていて、人がいるよう

だったが、道理で動かないはずだ。ガラガラの道を小ピークを越えて漸く北薬師岳に着く。

北薬師岳から下ると、これまでのガラガラした岩

から、急にうさぎ菊やチシマギキョウ、紫の花な

どが残っているお花畑が出現。その先の小さな池

のある間山に着く。ここからはスゴ乗越小屋は間

もなく。少しのんびりした後、出発。樹林帯に入

ると、テント泊のアベックに会う。これから何処

まで行くのだろう。これで、本日の縦走中会った

人は合計４人となる。近そうでもかなり時間が掛

かって小さなスゴﾞ乗越小屋に漸く着く。本日の宿

泊は、滞留の１人と４人グループ(その中の１人は

草加在住)と我々３人の合計８人。 

9/14(土) 日の出がきれいだ。みんなで日の出の写真を撮る。美味しい朝食の後、スゴ乗

越まで降りて、急坂をスゴノ頭まで岩を登る。そこからまた降りて、そそり立つ越中沢岳

まで急登。越中沢岳の山頂で、下川さんは初めて会った人から話を聞き出すのが上手で、

 薬師岳山頂 

スゴ乗越小屋 
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それぞれ富山と茅ヶ崎に住む山友達ということ

がわかった中高年の楽しい男女に会う。山の話

に花が咲く。越中沢岳山頂からは五色ヶ原、そ

の向こうに立山、剣岳が堂々と見える。立山は

この方向からはいつもとはかなり違って見える。

黒部湖越えに大きな針ヶ岳。黒部五郎岳とその

向こうに笠ヶ岳。そして白く霞む白山と別山。

白山と別山がこんなに離れて見えると初めて認

識する。離れがたい越中沢岳山を出発、二度目

のお花畑の鳶山に着く。シラタマノキ、トリカブト、山いちごの赤い実、ヤマハハコグサ

が咲き、キアゲハが舞っていて桃源郷のようだ。東方面は黒部湖越えの大きな針ヶ岳が更

に真正面に見える。しかし、北方面は五色ヶ原が見えるが、立山、剣岳は雲の中。五色ヶ

原の池塘がかろうじて見える。鳶山でゆっくり景

色を楽しみ、北方面の雲が晴れないかと期待する。

その期待もむなしく、やむなく山頂を出発。立派

な五色ヶ原山荘に着く。ここで、予期もしないイ

ベントに遭遇。なんと、本日折立を７時２５分に

スタートし、スゴﾞ乗越小屋での関門時間の午後１

時を通過したトレイルランナーがこの五色ヶ原山

荘に到着するという。小屋の前で待っていると、

トップランナーが飛び込んでくる。我々が２日半

掛かったところを７時間２０分で来たことになる。

恐るべし。第２位は少々バテ気味ながら２７分遅れの３時１２分に到着。それぞれ拍手で

出迎え、周辺の散歩に出かける。この日はランナー１８名中７名が五色ヶ原山荘に宿泊。

散歩から帰り、外のテーブルでランナーが到着するのをビールを飲みながら待っていると、

５時から男女の順に２５分間でお風呂に入るように指示が出た。お風呂があるとは思って

もいなかったのでビックリ。石鹸は使わないがスッキリする。男と女の間は５分間。忙し

かった。ランナーは５時３０分から、登山客は６時から夕食となる。美味しかった。外国

人の登山客と洗面所で一緒になる。アルゼンチンで生まれ、いくつかの国を経て、ドイツ

でデザインの仕事をしており、連れはメルセデス－ベンツの社員とのこと。海外では、人

に年齢を聞くのは通常の場合、失礼にあたるが、下川さんが欧米人の年齢が見た目では分

からないので、幾つになるか聞いてみろと言う。その旨、伝えると５３歳だという。少し

若く見えるようだ。 

9/15(日) ランナーは登山客より先に朝食を摂り、５時３０分に雨の中、列をなして木道

を歩いて出発した。登山客はその出発を見ながら朝食、三々五々出かける。やはり雨の中

である。雨の中ではあるが、気持ちの良い道を歩く。五所ヶ原ヒュッテがあった場所を過

ぎるが、きちんと跡形もなく処理されていた。ここから急な登りとなる。ドイツからの登

山者はゆっくり歩いている。挨拶をして、抜いて行く。ザラ峠に着く。鎌形さんのもう一

つのミッション。記念写真を撮る。雨の中、急な登りと下りを経て、獅子岳山頂に達する。

昨夜、小屋で知り合いになった広島のマツダの社員３人組に追いつく。ここからの下りで、

越中沢岳山頂 

五色ヶ原山荘 
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雷鳥２羽に会う。我々の前を行く。その内、

岩の突端に立つ。今にも飛び立ちそうな姿勢。 

でも、雷鳥は滅多に飛ばない。ところが、次

の瞬間、２０ｍ位飛んで、他の仲間と一緒に

なった。雷鳥が飛ぶのを初めて見たので驚き、

感激する。鬼岳東面を過ぎ、龍王岳麓の富山

大学立山研究施設に着く。ここから、一ノ腰

山荘への道と別れて、浄土山へ向かう。浄土

山山頂は明確ではなかった。その代わり、平

成１７年に再建された日露戦争軍人慰霊碑が

目立つ。ここから、急な岩だらけの道を室堂まで下る。この道は以前登ったことがあるが、

下りは初めて。下川さんはきつそうである。約４５分の下りで、雨が降ったり止んだりの

室堂の端に着く。ここで、立山から下りてくるトレイルランナーに会う。ゆったりした気

分で、立山ホテルのある建物のバスセンターに着く。ここで、予定通り、鎌形さんがバス

で帰る。３人でゆっくり昼食を摂ってから別れる予定であったが、バスセンターが行楽客

で余りにも混雑しており、昼食を一緒に摂

ることも能わず、このまま別れることにな

る。私と下川さんは予約してある立山連峰

ロッジに向かう。ここは私のお気に入りの

山小屋。立地環境・建物・温泉・食事・御

主人が素晴らしい。下川さんも気に入って

いただいたようだ。昼食を摂り、雨も上が

ったので、近くを散策。地獄谷は残念なが

ら毒性噴煙の為、通行止め。雷鳥沢ヒュッ

テの風呂場の窓から若い女性２人が手を振

っている。余りにも無邪気なので下川さん

と手を振り返す。夕食をいただき、明日の台風情報をテレビで確認。奥大日岳、大日岳か

ら称名滝への山行が心配。静かな夜を過ごす。ところが、夜半から強烈な風と雨。 

9/16(月) 期待には反しているが、天気予報通り台風が接近。昨夜来の強烈な風と雨が続

いている。朝食後、下川さんは早々に山行を諦め、山を下りることにし、バスセンターに

向かう。私は暫く様子を見ることにして留まる。

しかし、雨が強まる一方で、大日岳への道も水

が溢れている。私も山行を諦めることにする。

帰りの富山地方鉄道で、素晴らしい車両に乗る

ことができた。折角なので、強い風雨の中、途

中下車して立山町に住む友人宅を訪問。その後、

石川県加賀市大聖寺の深沢久哉の生家と同じ町

内に住む親戚を訪ね、叔父叔母従兄弟が集まり

宴会。翌日、富山県高岡市の街歩きをし、帰路

に着いた。 

立山室堂 

富山地鉄車内 

飛び立つ雷鳥 
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大坊山・妙義山・大小山周回ハイキング 

◆山行日：平成２５年９月１４日（土） 

◆メンバー: Ｌ山口裕史、山口敏雄（記） 

◆コースタイム:  

足利 山川長林寺 7：00～8：00 見晴し～8：40 大坊山～9：25 番屋～10：35 妙義山～ 

11：00 大小山～11：40 やまゆり学園～（畑・住宅地 4.7 キロ）～12：30 山川長林寺 

 

 ９月１４日から２泊３日で南アルプス最南端の聖岳から光岳までの縦走を計画していた

が、台風１８号の来襲により中止せざるを得ず晴天の１４日に足利市の大坊山から大小山

の周回コースを歩くことにした。 

 マイカーで草加５時発、１２２号線を北上し７時に長林寺の駐車場に着き曹洞宗の長林

寺山門に入ると右手に土建会社寄贈の「ふくろう」と「ムササビ」のための穴のあいた巨

木が立っている。参拝後右の池を半周して登山口からのぼりはじめ直に「道了尊」の社か

ら浅間山を越え、舗装された立派な自衛隊道路を横切り左の山道に入ると熊に注意の看板

がある。健脚コースの急坂を登り「あわぎ台」と言う見晴台で一休み。南方の渡良瀬川の

向こうに関東平野が霞んで見える。 

 つつじ山から大坊山への分岐を右折し

１５分で２８５．４Ｍの広い山頂で、大

山祇神社からの登山道の頂上直下の石段

や通路の石畳・狛犬・堂跡の石組に昔は

大勢の信者で栄えて立派な社があったこ

とが偲ばれる。小休止の後分岐まで戻り、

痩せた尾根道を辿ると左側はゴルフ場で

プレーしている人が小さく見え、少し行

くとロープが張ってありすぐ下は砂利採石場ではるか下方に大型ダンプカーが走り回って

いる。起床峠の手前に「番屋」と称する休憩所があり、開設者の思いを込めた写真や大き

なフクロウ・蝦蟇の置物が飾ってあり冷たい飲み物がありますとの看板があるが無人であ

る。 

 起床峠から岩場のピークを３つ過ぎるとハイキングコースの最高点の妙義山（３１４Ｍ）

山頂に着いた。途中では３人に会っただけであったが、山頂では数人の登山者がおり、見

晴らし良好である。冬には北西に日光連山・皇海山・赤城・榛名・浅間・遠く富士山まで

の大パノラマがみえるはずだが、台風が来るまえの曇天では足元の足利市街が見えるのみ。 

 大小山に向かい、大久保分岐から阿夫利神社へ少し下ると四阿があり、裏の大岩壁に群

馬の妙義山の「大の字」のような大と小の表示板が架けてある。分岐に戻り尾根道を下っ

たところが「やまゆり学園」で、あとは田圃と畑の４．７キロの道を長林寺目指し歩くこ

と４０分で１２時３０分に駐車場に着き、近くの鹿島園温泉にて５００円の風呂で汗を流

し、館林市内で蕎麦を食べ帰宅した。コースのところどころに案内板が設置されており岩

あり、展望ありの５時間３０分で一周することが出来、歩き応えのある楽しい里山歩きが

できた。 
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多摩川水源界を歩いて 
記：山口裕史 

◆山行日：２０１３年９月２２日 

◆メンバー：L 山口（裕） 単独行 

◆コースタイム: 6 時間 25 分(休憩込み) 

7:50 さわらびの湯→8:00 名栗湖→8:08 白谷沢登山口→8:45 岩茸石→9:05 棒ノ折山 9:15

→9:30 黒山→10:15 岩茸石山→10:30 高水山 10:35→11:15 平溝通り→11:30 青梅丘陵ハイ

キングコース登山口→11:50 雷電山→12:.08 辛垣城跡→12:35 ノスザワ峠→12:40 三方山→

13:45 鉄道公園→14:15 梅の湯（河辺駅） 

 

多摩水源界 No.5 棒の折～酉谷山～雲取山～飛龍山を計画するにあたり早朝名栗湖にたど

り着くための電車・バスの状況を調べようと名栗湖まで朝一試してみよう。せっかくなの

で No.1～No.4 コースを縦走し No.5 を歩くモチベーションを高めようと計画しました。 

早朝飯能駅で 30 分程余裕があるものの予定通り 8:00 には名栗湖に到着。これなら酉谷山

まで 9 時間何とか歩けるかと考えながら、小走りで白谷沢登山口に向け出発。初心者の頃

棒の折にこの白谷沢登山口から登ったことがあるが振り返ると 8 年前だ。あの頃は棒ノ折

山を歩くだけでも十分楽しかったが、今は陵線を繋ぐことがとても楽しい山ライフだ。 

昨年遭難対策講座を受講した時に白谷沢での遭難が結構あることを知ったので、よくよく

気にしてみた。確かにゴルジュのような岩に囲まれた沢の真ん中を登る所では、左右に踏

み跡や雨が降った時に出来た流れの跡があり、間違えやすそうな場所であることが分かる。

もう少し案内板やトラロープなどで対策を打っておいたほうが良いかな～と感じた次第だ。 

沢を登ると昔キツかった思い出のある階段が待っていたが、山頂直下の階段は現在改修中

のようで迂回路が出来ていた。 

登り始めて約 1 時間 15 分なかなか良いペースで棒ノ折山頂に到着した。青空の下、武甲山

や伊豆ヶ岳など北方面の景色が良いが、残念ながら日光の山々までは白んで見えなかった。

先は長いので握り飯を 1 個ほおばって高水三山へ向かう。今日は暑いと思われたが樹林に

覆われた登山道は適度な気温だったので歩程は大いにはかどりあっと言う間に岩茸石山頂

に到着。振り返ると棒ノ折方面の展望が良い。更に高水山まで一歩きするがこちらは展望

が無いが、高水不動がある。 

高水不動から下山して平溝通りまで来た。目の前に自販機があったので冷たいデカビタで

喉を潤し、軍畑に下りても良いがもう少し歩く元気をもらったので、予定通り青梅丘陵ハ

イキングコースを歩くことにした。雷電山までは急登続いて、しばらくしんどかったがそ

の後は多少のアップダウンがあるが心地よい陵線歩きが出来てなかなかよいコースだった。 

河辺にある梅の湯に無事到着。下山後は温泉で汗を流せるのが最高！そして、電車の利点

を最大限に生かしビール飲めるのは嬉しいですね。3 連休で日帰りは勿体無いが充実した

山登りができました。マップをみて一人の時にサクッと歩きたい奥多摩・奥武蔵のコース

が何点かできたのは収穫です。 
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40 周年記念･日本の高山 40 座登山   剱 岳（2999m） 

記：小野寺 英子 

山 行 日 ：平成 25 年 9 月 18 日（水）～２０日（金） 

メンバー：L.小野寺（英）、小宮（車）、山本、阿部 

コースタイム 

１日目 

扇沢駅 8：30＝室堂 10：00～10：30→雷鳥沢 11：20

→剱御前小屋 13：30→剱沢小屋 14：40（泊） 

２日目 

剱沢小屋 4：30→剣山荘 5：05→一剱服岳 5：45→ 

前剱岳 7：10→剱岳山頂 9：15～9：40→前剱岳 

11：30→一剱服岳 12：20→剣山荘 13：00→剱沢小屋

13：25～13：50→剱御前小屋 14：50～15：00→ 

雷鳥沢 16：35→みくりが池温泉 17：40 （泊） 

３日目 

みくりが池温泉７：10→室堂ターミナル 7：45（始発）＝大観峰＝黒部平＝黒部湖＝ 

扇沢 10：30＝蕎麦屋昼食＝松本城見学＝草加 19：30 

 

一回目の８月の山行は豪雨の為、室堂に一時間の滞在で撤退を余儀なくされた…が、し

っかりと能登半島一周という、楽しい観光に切り替えて楽しんだ。 

それでも、私の中には必ず９月中にリベンジを…と考えていた。 

７０代 3 人の方々と私も含めて、来年の剱岳登山の保障は絶対に無いよ…！と、半ば脅か

すように参加を呼びかけた。但し、絶対に晴れ日が 3 日間続く時を選ぶから…と約束して、

台風一過の翌々日に決定！！小屋の予約も同時にした。 

今回は車を出して呉れると言うし、扇沢～室堂間を経験した事が無い方も居たので… 

室堂で美味しい水を汲み出発！今回は立山連峰、剱岳が青空の中、良く見える。 

先ずは雷鳥平までを下り、今日一番の難所は雷鳥沢からの登りだ。ガレ場をゆっくりと歩

く、“２０分の５分休み”と決めて… 後から来る人達に、気前良く先を譲り一歩一歩進む、

それでも時折、学生さん達と抜きつ抜かれつしながらも… 剱御前小屋にはコースタイム

通りに着いた。ここでゆっくりと休憩をとる。 

剱沢小屋までは楽な下りだが、見えていて中々辿り着かない。別山からの分岐を過ぎる

と、テント場が見える。うん？何か変だぞ？小屋が無い！救護所の沢向かいに有ったのに

…近くの人に聞いた。雪崩で壊れたから剱沢小屋は以前と違って 10 分ほど急に下った所に

移動していた。 小屋の目の前にどん～と、剱岳が聳えてる！！ 

新しい小屋は丸５年になるという、私達が前回来たその冬に、雪崩に遭ったようだ。 

小屋は新しいし、夜空は綺麗で、明日への期待が膨らむよ～。 

二日目、今日の歩程は凄く長～い。4：30 分暗い中出発、暗闇が苦手な私は、山本さんに

トップを頼み、ヘットランプを頼りに大きな岩の中、目印を探しながら、剣山荘の明かり

を目指して進む。小屋の人が「暗い中迷わないように、ロスタイムが大きいからね」と、

剱
御
前
小
屋
か
ら
の
剱
岳 
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前日注意を受けたのが良く分かった。前に来た時は雪渓を滑らないようにして、歩いたの

に…と思い出す。7 月だったからね。剣山荘に着く頃は明るくなり始める。 

いよいよ、剱岳に向けて始まり～！登る人は少ない。一服剱で綺麗な朝日を見ながら一服！

鹿島槍ヶ岳がくっきりと見え、前剱が聳えてる。コルに下り、前剱に取り付くと前方を巻

いてる人が見える。あれ！おかしい？違うぞ！危なく前剱岳を通過する所だった！！ や

はり登りと下りが別になって、間違ってる人がいる。前剱は何処？と巻いて来た人達に聞

かれた。お気の毒に…！！私達は平蔵のコルに下り、厳しい岩場を順調にゆっくりと進む、

やがて難所で有名なカニのタテバイだ。先に取り付いた若い男性がギャーギャーわめいて

る。怖いらしい…！ 下で待ってる人達は、皆「だったら来るんじゃない！」と呆れ顔！！ 

私達はさすが熟年者（！？）難なくクリア、剱岳だよぉ！！ばんざ～い！！やった～～！！

山頂に到着で～す。 

草加山の会、最高齢の小宮さんの喜寿祝い達成で～す。おめでとう～！私は密かに祝っ

た。アレッ、祠が無い！聞けば今年、雷で壊れ、山頂に祀られるのは来年になるそうです。

前回も私達が登った日の午後、ヘリコプターで祀られるとの事だったから、２度も祠には

会えなかった。残念です。 

さて下山、下りの事を考えると気が抜け 

ない。皆で気合を入れて、カニのヨコバイに入るが、足の短い私がトップで、ちと苦労し

た…が、後は難なく通過です。 

慎重に気を付けて、本当にゆっくりでしたが約８時間半、無事に剱沢小屋にご帰還でし

た！！ 

これからが大変、みくりが池温泉まで

帰らねば…気合を入れて早々に小屋を後

にする。剱御前小屋で３時を廻った。 

宿に遅れる事を TEL し、段々と重くなる

身体に鞭打って出発！雷鳥沢までの下り

も長く感じる。テント場も横切り、みく

りが池温泉までの長い階段が約一時間、

みんなも一歩一歩辛そう… ガンバレ、

ガンバレ…と心の中で、声援を送る。 

でもおじさん達（笑）は、私に文句は言

えないのだ！自分達がどうしても、みくりが池温泉に泊まりたいと言うので、不本意なが

ら私は無理を承知で、計画したので～す。 

５時半過ぎ無事到着！御疲れ様でした。あぁぁ…長かったなぁ…！長い休憩もとれずに 

１３時間良く歩き通しました。私は達成感でいっぱいで～す！！ありがとう～～。 

夜、満月が雄山の真上に輝いてる。素晴らしい光景でした。 

忘れられない思い出になる事でしょう～ 

翌日は室堂から扇沢まで、のんびりと黒部湖の散策や、登り足りないのか？外階段を展

望台まで上がったりして楽しんだ。帰りは私が北アルプスへの道すがら、いつも寄りたい

と思っていた松本城見学をさせて貰った。見事なお城でした。道路渋滞に遭いながらも、

御天気に恵まれた 3 日間が終わりました。皆さん御疲れ様でした。 
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40 周年記念･日本の高山 40 座登山 

北アルプス 鷲羽岳・笠ヶ岳 
記:大門 京子 

●日 時：9 月 21 日(金)～23 日(日)テント泊 

●メンバー：L 園木、三浦、新島、森、大門 

●コースタイム： 

21 日(晴れ) 

草加(2:00)→新穂高 P(7:20)→わさび平(8:55～9:10)→鏡平(13:10～13:20)→双六テ

ント場(16:10) 

22 日(高曇り) 

双六テント場(6:20)→三俣山荘(8:30～8:45)→鷲羽岳(9:55～10:15)→三俣山荘

(11:00～11:45)→三俣蓮華岳(12:50～13:00)→双六岳(14:00～14:05)→双六テント場

(15:00) 

23 日(晴れのちガス) 

双六テント場(4:00)→弓折乗越(5:30～5:40)→笠新道分岐(9:10～9:25)→笠ヶ岳山荘

(12:25)→笠ヶ岳(11:00～11:25)→笠新道分岐(12:45)→杓子平(14:00)→笠新道登山

口(17:00)→新穂高 P(18:00) 

●1 日目 

朝いつもより早い 2:00 の集合

で出発する。高速も順調に流れ、

新穂高の駐車場は満車状態だった

が、運良く深山荘前の無料駐車場

に直ぐに入れた。朝からラッキー

です。P から林道を登山口まで、

わさび平に行き更に進む。途中ヘ

リコプターがやけにうるさい、荷

揚げではなく、山肌防護にコール

タールボンドを吹き付けていると

の事でした。登山口から小池新道

をゴロゴロとした石の道を、林の

中を進みシシウドヶ原を抜け鏡平

に着く。池には今日も槍がきれい

に写っている。目の前には表銀座

～穂高の山並みが広がっている。

山荘から弓折乗越まで高度をあげ、

その先稜線を進んで行くと、双六

池テント場に着いた。少し早く着

いた女性軍、夕日が沈むと汗をか

いた体が風で寒い、幸い森さんが
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担いできたフライを確保した場所で三人で被り風を真しのぎ待つ事 45 分。テントを担いだ

男性到着、お疲れ様でした。テントを張ってお疲れのカンパイと夕食、早めの就寝となる。 

●2 日目 

双六にテントを残し、身軽で出

発。小屋後方の急坂を双六岳分岐

まで登り、右側の巻道ルートを行

く。辺りの山は色づき始め、緑と

のコントラストがきれいです。 

三俣山荘の前は、今日も(前回来た

時も)布団が拡げて干してありま

す。鷲羽の登りは始めの急坂のザ

レで歩きづらい。右に鷲羽池が見

えてきた、もう一息だ。頂上は大

勢の登山者でにぎわっていた。私

達も北アルプスの「へそ」で 360 度の絶景を堪能する。この景色を見るために頑張って登

ってこられるのです。下山は皆早かった、早い理由はこれだ！！三俣山荘でケーキセット

とビールを頂く。エネルギーチャージした後、三俣蓮華岳から丸山のピークを通り広い双

六岳山頂に着く。双六岳分岐に戻りテント場に着く。上からは一回り大きなテントが良く

見えた。園木シェフの美味しい夕食後、今日も早い就寝。 

●3 日目 

2:30 起床。朝食、身支度を済ませテント撤収。夜明け前にヘッ電スタートする、濡れて

重いテントは大変そうです、ゆっくり注意して歩いていく。槍の方向が少しずつ明るくな

り、小槍の横に朝日が眩しい。今日も良い天気で暑くなりそうです。弓折乗越、大ノマ岳、

秩父平で少し休む。大きな秩父岩を回り込み。抜戸岳から笠新道分岐にやっと着いた。重

い荷物をデポして笠ヶ岳に向かう。軽くなったのに少し登っている尾根は長く、時々ガス

で見えなくなる笠を目指し、抜戸岩を通り、テント場を通り笠ヶ岳山荘で一休み。 

コーラでプハー、どんどんガスが上がってきて頂上からは白い景色。なのに自分達がいる

山頂は晴れています。森さんの晴れ女パワーすごい！山荘で軽く昼食を取り下山する。 

笠新道分岐で荷物を背負い急坂を下っていく。岩場の多いジグザグの道をどんどん下って

行く、大変！森さんが道の端で滑

り少し落ちた。幸い岩場ではなく、

ケガもなく一安心。長い急坂の下

りで足はボロボロ、ガクガク、登

山口に着いた時、大変さと達成感

を味わうことが出来ました。お風

呂で 14 時間の疲れと汗を流して

帰る。家に着いたのは初めての午

前様でした。今回も重い荷物に運

転と園木さん有難うございました。 
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40 周年記念 多摩川水源界 Ｎo.7    倉掛山 

 

記：芳野 光夫 

山 行 日：9 月 22 日（日）晴れ 

メンバー：L 芳野、小野寺博、橘、鈴木廣、兼堀善和 

 

今年の総会で 40 周年記念山行の一つとして、東京都水道水源林をリレーでつなぐ山行

が計画され、運良く私は NO7 のコースを指名されました。柳沢峠から三窪高原を超え、倉

掛山、白沢峠、白沢橋に出るコース。おそらく歩く人の少ない、藪山歩きに近いコースに

なるだろうと思い、参加者を申し込み順に五人に限定しました。今はインターネットと言

う、便利な検索方法が有り、バス時間やコースタイムを簡単に調べられる事が出来ます。 

9 月 22 日（日）晴れ、南越谷発 5 時 31 分の電車

に 5 人全員が乗って出発する。 

西国分寺、立川と乗り継ぎ塩山に 8 時 12 分に着く。

8 時 30 分のバスに乗り 9 時 20 分頃、柳沢峠に着い

た。南越谷から約四時間掛った。 

柳沢峠で写真を撮り、9 時 30 分に出発する。最初

は 30 分の登りで柳沢の頭に着く。少し休んで、ハン

ゼの頭に 10 時 15 分

に着く。見晴の良い

所だが、今日は曇っ

ていて遠くまで見え

なかった。 

レンゲツツジの綺麗な所らしい。そこから鈴庫山に向か

う道を分けて、電波塔の有るピークへ向かう。幾つもの

ピークを越えて、「東京都水源林」の石柱の立つ、板橋峠

に 11 時に着く。ここから道が怪しく成る。防火帯の様に

刈られた斜面を、自分の影を追い

かけるように真北に進む。1700ｍ

のピークの直登はキツかった。 

山の斜面に向かって、直線に登っ

て直線に下る。如何にも藪山登山

だった。 

何度かそのような登り下りを繰り

返して、12 時 45 分倉掛山のピー

クに着いた。小さな標識が有るだ
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けのピークで、笠取山への標識もあった。此処で昼食とする。静かな山だった。途中擦れ

違う人も無く、同じバスに乗っていた二つのグループに会っただけだった。 

13 時に出発、白沢峠に向かう。途中、防火帯が切れて笹藪の尾根を歩く。13 時 35 分、

白沢峠に着いた。インターネットにもでていた、オブジェの様な左ハンドルのトラックの

残骸。荷台に大きな木が生えていた。此処で記念写真を撮る。 

此処から急な下り道が続く。踏み跡も細く解り悪かった。途中沢で休み休み下って行っ

た。15 時ちょうど、国道 140 号線の白沢

橋に着いた。ここから芹沢入口のバス停

まで 15 分程歩いてバスの来るのを待つ。

酒屋もコンビニも無い、早くビールを飲

みたい。 

15 時 50 分頃ようやくバスが来た。一

時間以上もバスに乗り、17 時 40 分頃塩

山駅に着いた。18 時 05 分のホリデー快

速に乗り、19時 45分頃南越谷に着いた。

南越谷で懇親会や反省会などの宴会を行

い帰路に着きました。天気にも恵まれ、

コースタイムも予定通りで、静かな山旅

を楽しんで来ました。 
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40 周年記念･日本の高山 40 座登山    御嶽山・乗鞍岳 
◆メンバー：L 三浦、大門、鎌形、大竹、平野、尾崎、山口（敏）、山口（裕） 

◆御嶽山 山行日：２０１３年９月２７～２８日       記：山口 裕史 

◆コースタイム: 

1 日目：7 時間 40 分（休憩込み） 

7:30 六合目中ノ湯 8:00→9:00 七合目覚明行場山荘→9:50 八合目女人堂 10:10→

11:05 石室山荘 11:15→12:10 剣ヶ峰（休憩）12:45→お鉢巡り→13:40 二ノ池新館

→14:35 摩利支天山 15:10→15:40 五の池小屋 

2 日目：5 時間（休憩込み） 

五の池小屋 6:35→継子岳 7:00→8:30三ノ池避難小屋 8:45→10:00女人堂 10:10→

10:55七合目行場山荘→11:35六合目

中ノ湯 

 

御嶽山はなかなか遠く一座だけ登るのは

勿体無いと以前から思っていたところ、三浦

さんんが乗鞍岳とセットで計画。何とか行き

たいと振休を使い、２泊３日に乗せてもらい

ました。今回は五ノ池小屋利用の一泊二日で

御嶽池巡りをして全て満喫する計画です。 

天気が良くて北ア、中央ア、南アと大展望

の陵線歩きができました。池巡りも涸池やコ

バルトブルーの池、青い池と多種多様で全部

回った甲斐がありました。また、ご来光に夕

日、ブロッケン現象、星空、御神水、幻の滝

と展望以外も大満足。五ノ池小屋は新しく、

じめじめ感は全く無いし清潔感があります。

今回は金曜で宿泊者も少なかったため 8 人メ

ンバーの私達は 2 階を貸切りで使わせていた

だけました。料理もまずまずで、味噌汁が具

沢山で旨かったです。日の出日の入りも両方

見える箇所にあるのも良いですね。 
女人堂より上は木々も赤みを増し、少し早

い紅葉を楽しむことも出来ました。2 日目は

お昼には下山して、一路乗鞍岳に向かいます。

15 時 30 分の最終バスに乗り込むため温泉に

入れなかったのが唯一残念でした。 
久しぶりに大所帯でメンバー全員が良く

歩き御嶽山という名峰を周回することが出来て楽しい山が過ごせました。皆さまありがと

うございました。 
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◆乗鞍岳 山行日：２０１３年９月２８～２９日          記：山口 敏雄 

◆コースタイム:  

９月２８日 御嶽山黒沢口 中の湯 P～御岳ロープウエイ～２０号線元橋～１９号線木曽

福島～薮原２６号線～奈川渡～１５８号線～前川渡８４号線～乗鞍高原観光センタ

ー15:30 シャトルバス～16:21 畳平 白雲荘 泊 

９月２９日（快晴） 

5:40 大黒岳御来光展望 7:00 白雲荘～7:09 お花畑～7:17 不消（きえず）ヶ池～7:33

肩の小屋～8:14 蚕玉（こだま）岳～8:16 頂上小屋～8:24 乗鞍岳山頂（剣ヶ峰）8:50

～9:13肩の小屋～9:40富士見岳～9:55白雲荘～10:05シャトルバス～11:05乗鞍観

光センター着 （入浴：湯けむり館、蕎麦昼食、松本 IC～長野道～上信越道～関越

道～北関東道～東北道 浦和 IC～122 号線～松原団地 17:40）  

 

 乗鞍の名は飛騨側からの山の形が馬の鞍に似ていることからつけられたといい、乗鞍岳

は最南端にある主峰の剣ヶ峰をはじめほぼ南北に連なる 3000m 級の連峰の総称として呼ば

れており、山頂部には昨日登った御嶽山と同様に火山特有の山上湖が点在している。 

 最も簡単に登れる百名山ということで、あまり期待していなかった山であるが、大黒岳

から見る八ケ岳最北の蓼科山からの日の出・赤く染まる峰々・山上の湖・紅葉に加え 360

度の大展望に恵まれ、日本百名山の 33 座・3000m 峰１４座を同定することが出来大満足の

山行となった。 

 シャトルバスで畳平バスターミナルに着き白雲荘に荷物を置き、裏山のハイマツに覆わ

れた魔王岳に雷鳥に逢いに登った。登山口に「熊に注意」の看板がある。２～３年前に観

光客が熊に襲われたことを思い出した。魔王岳山頂手前の魔王園地に着くと、山頂から火

口を隔てて屹立する恵比寿岳に向って大声で叫びコダマを楽しんでいる母子がいた。2763m 

の山頂から恵比寿岳への火口壁の道が続いており、夕食の時間が迫っているため引き返し

て雷鳥には会えなかったが、ハイマツの岩の上で実をついばむホシガラスを見ることがで

きた。 

 当日の白雲荘の宿泊客は３０数名と

少なく、男女とも貸し切り部屋で、風

呂は木の香漂う檜風呂、スキヤキ鍋の

夕食、夜の星座の大展望、目の前に「鶴

ヶ池」、左に大黒岳、正面に富士見岳に

続くコロナ観測所のある摩利支天岳・

不動岳、右に畳平バスターミナルに囲

まれたロケーションで、とても山小屋

とは思えない上々の宿であった。 

 翌２９日の早朝に大黒岳からの御来光を見に行き、大勢の人に驚かされた。御来光バス

の客のようで、三脚を立てて日の出の一瞬をねらっている。白雲荘に戻り、朝食を済まし

荷物を預けて７時に記念写真を撮り出発。バスターミナルからお花畑に下ると、チングル

マの穂の群落で夏には辺り一面花に覆われていることと思われる。ひと登りで富士見岳の

裾を巻く道路に出て水源池の不消ヶ池を見下ろし、コロナ観測所への道を右に分け摩利支
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天岳の東側を下ると、肩の小

屋と朝日岳から蚕玉岳・剣ヶ

峰への稜線が見えて来る。 

 小屋の先には公衆トイレと

宇宙線観測所とがあり、小屋

の裏手に回ると大勢の登山者

が休んでいる。すぐ先の斜面

にはスゲ類などに覆われた土

饅頭状の高まりの「アースハ

ンモック」が見事である。小

屋から望む剣ヶ峰に続く登山道は正に富士登山状態で登山者の行列である。 

 肩の小屋から約１時間で剣ヶ峰山頂に着き、信州側に朝日権現社、飛騨側に乗鞍本宮が

背中合わせに立ち、一等三角点の前は権現池を取り巻く外輪山の大日岳（奥の院）・屏風岳

を背景に記念撮影の登山者で順番待ちの状況である。 

 山頂は素晴らしい快晴で、御嶽山は日本のキリマンジェロと言われるいつもの台形の姿

とは打って変わってすっきりとした三角形であり、左に恵那山から中央アルプスの山々と

その向こうに南アルプスの山々、北岳から甲斐駒ケ岳、八ケ岳の峰々、浅間山、さらに常

念から槍穂高に続く

北アルプスの稜線が

バッチリ。そして後

立山・水晶・鷲羽・

剣・立山・笠・薬師

さらに黒部五郎に北

の股・・・・西の白

山まで日本の名だた

る山々のオンパレー

ド。 

 絶景に感謝の参拝と記念の鈴を購入し、名残尽きない山頂をあとに下山開始。富士見岳

山頂からは目を凝らして北岳と千丈ヶ岳の間にかすかな富士山を視認。走るようにして白

雲荘へ下り荷物を受け取り、１０時５分発のシャトルバスに乗った。紅葉をたのしみつつ

乗鞍高原に着き、白濁の湯けむり館で汗を流し途中で信州蕎麦を食し、松本 IC から長野

道・上信越道から関越道の渋滞を避けるため、北関東道から東北道へと大回りして６時前

に松原団地に着いた。 

 ３日間とも素晴らしい天候とよき仲間に恵まれ、本当に楽しい山行ができました。リー

ダーの三浦さん、ずっと車を運転して下さった大竹さん、同行の皆さん有り難うございま

した。 
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40 周年記念 多摩川水源界 Ｎo.８   柳沢峠 ～ 大菩薩峠 

          

記：兼堀 恵美子 

★山 行 日 平成２５年９月２９日（日） 

★メンバ  ・L.兼堀(恵),SL 小野寺(英),八並、渋谷、兼堀(善)、関口、小野寺(博)、中島、

新島、木原、小林(真)、千葉、森(律)、大畑、山本、森花江(入会希望者) 

★コ ー ス・南越谷駅 5:25 集合  南越谷発 5:31＝西国分寺＝立川＝塩山着 8:12 

  塩山駅南口（バス）8:30＝9:20柳沢峠 9:30～六本木峠～寺尾峠～丸川峠 12:20 

～大菩薩嶺 14:00～雷岩～大菩薩峠～福ちゃん荘 15:45   

塩山発 17:05＝立川＝南越谷 20:30 

晴天の中総勢 16 名での山行でした。多人数でちょっと不安でしたがそれより何より、

お試し山行の森花江さんから、高山をたくさん登っている先輩達の参加が嬉しく感謝：感

謝でした。 

皆予定時刻の電車、バスに乗れたので柳沢峠にも予定通りに着き、登り始めることが出

来ました。柳沢峠から六本木峠、寺尾峠、丸川峠まではゆるやかな登山道で視界は良くな

いが、苔石がたくさんあり見事でした。丸川荘

で昼食タイムとしたのですが、その少し前にア

クシデント発生・・・SL の小野寺英子ちゃんが

蜂に刺されてしまって大騒ぎに。皆であれこれ

していたら親切な他の登山者からキンカンを１

瓶頂いて塗ったら少し良くなった様でした。翌

日お医者さんに行ったそうなのですが大事に至

らず本当に良かったです。リーダーとして何も

できず、用意もなく反省・・・ごめんなさい。昼食後は雷岩、大菩薩嶺と向かい視界も開

け紅葉はまだでしたが景色を見ながら登って行きました。汗ばんできた頃には多摩川水限

界№９との接点大菩薩峠に到着。少し休憩を取り福ちゃん荘まで下り、タクシー４台で塩

山駅に行き帰って来ました。皆さんのお蔭でとても楽しい山行になりました。大菩薩は素

晴らしく来年も行きたいなぁと思う山でした。参加して下さった皆さん、サブリーダーの

英子ちゃん有難うございました。 
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扇 山 （１，１37．8ｍ） 
記:井口 宮子 

●日 時：9 月 29 日(日) 晴れ 

●メンバー：L 井口 

●コース： 

草加駅(5:43)→南越谷駅(5:52)→鳥沢駅(7:25)＝梨木平(9:15)＝水呑杉(9:50)＝ 

扇山(10:20～11:00)＝梨木平(12:00)＝下山(13:05)→草加駅(15:50)着 

 

前日で予定が変わって、その上お天気ならと、富士山も見られる大好きな扇山に出かけ

た。 

休日キップを利用し、駅から歩いて山頂に立てる上、登山者も多く、私にとって大切な

山でもある。烏沢集落の道ばたには、コスモスが咲いていて、可愛いい秋を実感したり、

栗ひろいも出来て、小梨平までの林道歩きは散歩に来た様な気分がした。いよいよ登山道

になると、ミズヒキが枝を伸ばして、真紅の花を咲かせて居り、お陰で退屈を感ずる事も

なく広い山頂に到着した。富士山を愛でながらランチ、最高で～す。 

期間限定のバスがあるらしいですが、歩いて丁度よいコースかも。 
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尾瀬ヶ原 至仏山（2228ｍ） 
 

記：新島 和子 

【日程】  2013.10.1～10.2 

【メンバー】Ｌ新島、大門、平野 

【コース】 1 日目  尾瀬ヶ原散策 

      2 日目  山の鼻（6：00）→至仏山登山口（6：40）→ 

           至仏山山頂（8：55～9：15）→小至仏山（9：50）→  

           オヤマ沢田代→鳩待峠（11：25） 

職場の人から尾瀬の山小屋 2000 円割引のハガキをいただき、春の尾瀬につづき、秋の尾瀬

も行きたいと思っていたので大門さん、平野さんに声をかけ 3 人で行ってきました。春は

燧ケ岳に登ったので、今回は至仏山荘に泊まり至仏山へ。紅葉はまだ早いかしら・・なん

て考えていたのですが前日に台風が発生してビックリ！紅葉どころか、なんとか天気が持

ちますように・・ただひたすら願うのみ

でした。当日、高崎あたりでは曇ってい

た空も鳩待峠に到着するころには晴れ間

も見えて、ひとまずホッとしました。天

気が良いとなると「きれいな紅葉が見た

い」と思いはひろがります。至仏山荘で

チェックインをして、のんびり尾瀬ヶ原

を散策。春に登った燧ケ岳がくっきりみ

えます。遠くで鹿がキーンと鳴いていて

幻想的。歩いている人もまばらで景色を

カメラに収めようとカメラ小僧ならぬ親

父がシャッターをきっていました。夕焼けを背に小屋にもどり、お風呂に入って夕食を食

べて炬燵でおしゃべり・・8 時には皆、就寝。 

翌日は 6 時 30 分にはチェックアウトをして至仏山へ。山の鼻から登りはじめ、しばらくし

て振り向くと燧ケ岳と尾瀬ヶ原の眺めが

すばらしい！草紅葉の赤が絨毯のようで

した。振り返りながら、あっという間に

山頂へ、暖かいコーヒーを飲んでほっと

ひと息。眺望の良い岩稜を下って小湿原

にでて木道を歩いて鳩待峠に到着。ソフ

トクリームをほおばりながらバスを待っ

て、のんびり帰路につきました。参加し

ていただいた大門さん、平野さん、あり

がとうございました。 



 33 

 

 

記：園木 毅 

★日  程  平成２５年１０月５日～６日 

★メンバ－  Ｌ園木、大門、加藤                 

５日 （午後移動） ６日 雨飾温泉～雨飾山 往復  

★7:20 雨飾山荘～10:30 笹平分岐～10:55-11:25 雨飾山～11:45 笹平分岐～13:50 雨飾山荘 

深田久弥さんの日本百名山を読むと当時は登山道があまりはっきりせず苦労して登っ

たようです。遠くから見るとコロンとした双耳峰で登山意欲をそそります。 

やはり小谷温泉登山口から登るほうが人気があり雨飾山荘（梶山新湯）から登る人は少

なく静かな山登りとなりました。 

雨飾山荘（梶山新湯）は日本秘湯を守る会の温泉で鄙びております。また形態は山小屋

です。とてもいい温泉でまたゆっくり訪れたい。 

笹平分岐で小谷温泉からの沢山の登山者がおりびっくりするばかり。登山道も山頂も人人人

でした。生憎笹平分岐からはガスが湧き始め展望はありませんでした。晴れていれば白馬をは

じめ好きな頸城山塊の天狗原山、金山、火打山、焼山などの山々が望まれるのですが残念です。 

深田久弥さんに久恋の山と言わしめた雨飾山とても素敵な山でした。 

今度はカニを麓で買いまたゆっくり雨飾山荘（梶山新湯）から登りたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山頂の喧騒をよそに双耳峰の北峰

には深田久弥さんの日本百名山に

登場する石仏が時空を超え信濃の

国に向けて供えられています。 

 

日本秘湯を守る会の雨飾山荘

（梶山新湯） 

とてもいいお湯でした。 
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箱根・明神ヶ岳（１，１６９．１ｍ） 
記:井口 宮子 

●日 時：10 月 6 日(日) 曇り後晴れ  

●メンバー：L 井口、鈴木廣、大畑 

●コース：草加(5:25)→北千住(5:46)→新松田(7:38)＝道了尊(8:30)＝見晴小屋(9:40)＝ 

明神ヶ岳(12:00～13:00)＝宮城野分岐(13:40)＝宮城野(14:50)＝宮城野橋

(16:11)＝小田原(17:11)→草加駅(19:40)着 

 

昨日からの雨がようやく上がり、草加駅を出発

した。新松田から道了尊までバスを乗り継ぎ、最

乗寺の境内から登り始めた。杉の大木が立ち並ぶ

参道はまるでサウナ風呂のように蒸し暑く、汗だ

くになり、持参したスポーツドリンクを飲みつつ、

登山道に咲く「ホトトギス」や「トリカブト」の

花たちに元気をもらい、見晴小屋を過ぎ、振り返

ると眼下に足柄方面の街並みが美しかった。 

すすきの穂が風に揺れる様を目にしながら、草

原状の登りの途中、神明水の水場があった。登山者の憩いの場として栄えて居り、私達も

冷たい水を美味しくいただき一息入れて山頂へ向

かった。 

広い山頂で富士山を望みながら、ランチタイム

の予定が、残念です見えません。でも天候は大丈

夫、「ウメバチソウ」「オミナエシ」「ハナニラ」な

ど・・・・秋の花に出会い、箱根の日帰り温泉ま

で楽しみ、小田原までのバス旅 ～ 。小田急線の

電車に揺られ無事草加着。なかなか楽しい山行で

した。
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  吾妻小富士 (１７０７m)・一切経山 (１９４９m) 

       (福島鳥福島市)                   記：山﨑 正夫 

【日 程】2013(平成 25).10.9(水)～10(木)   

① 吾妻小富士   登山標高差＝107m、累積高度＝112m  

② 一切経山  登山標高差＝349m、累積高度＝355m 

【天 気】①曇り・強風  ②快晴 

【ﾒﾝﾊﾞｰ】Ｌ．山﨑、会員外３名 

【ｺ ｰ ｽ】 

10/9(水) 6:07草加駅→高速東北道→郡山 JCT→磐越道→磐越河東 IC→10:30喜多方ラーメ

ン(まこと食堂)→国道 459 号→磐梯吾妻レークライン→磐梯吾妻スカイライン

→13:00 浄土平 13:30～吾妻小富士→15:00 宿泊先(ログキャビンステラポートユー

スホステル) 

10/10(木) 宿泊先→浄土平 9:30～11:10 一切経山～12:20 浄土平･昼食→草加 

 

10/9(水) 草加小学校６年６組の同級生が集まる会で、何時も私が山行や山の魅力を話す

ものだから、歩くのは嫌いだという人まで、「一度山に連れてって！」ということになった。

この会は、これまで３０代まで続き、その後、暫く途絶えていたが、私の妻が３年前の８

月に急死し、葬儀に駆けつけてくれた同級生が、私を励まそうとその年の１２月に忘年会

を開いてくれた。それから続いている会である。「山に連れてって！」と言われれば、断る

訳にはいかない。これまでの旅行は、同級生の一人が２代目の会社経営者の贅沢人で、「俺

の馴染みの旅館に行こう」と、高級旅館や東京商工会議所の素晴らしい宿泊所等を泊まり

歩いてきた。金もかかり、付き合いきれないと冗談に言う者まで出てくる始末。そこで、

今回は初心者でも気軽に歩けて景色も楽しめる一切経山を、そして、宿泊は私のお気に入

りの高湯のユースホステルに設定。金はそんなにかからない。直前に身内に御不幸があり

参加できない友人等を除き、参加者は計４名。千葉県に転居している友人には始発電車で

草加駅に来てもらい出発。途中、参加者のリクエストで喜多方ラーメンを食べに寄る。バ

スで観光客が押し寄せるような店は止め

て、静かな店へ行こうと選んだのが、「ま

こと食堂」。午前７時から開店している店

だ。１０時３０分に訪れたにもかかわら

ず、食事を終えて店を出てくる客もいた。

この町では朝食にラーメンもありだ。店

選びも当たりで、とても美味しい。思わ

ず、持ち帰り用のラーメンセットを購入。

紅葉のきれいなかつての有料道路を進む。

今は無料で、途中、料金所の建物を壊し

ている最中の所もあった。順調に浄土平

に着く。平日のにもかかわらず駐車場は混んでいる。早速、吾妻小富士を歩く。火口壁の

稜線までは順調な登りであったが、稜線に着くと、台風の影響で風がものすごく強い。そ

浄土平から見る吾妻小富士 
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れでも、１周することにする。摺鉢山と呼ばれるだけある。それも、井戸茶碗のようなさ

びのある擂り鉢だ。途中、立っているのも大変な強い風が吹くも、何とか１周し、浄土平

に降りる。稜線を離れると嘘のように風も静かになる。このまま、ユースホステルに向か

う。前に宿泊した後、主人が近くにどこかの会社の保養所らしきコッテージ５棟を購入し、

それに伴い、ユースホステルもこちらに移している。アルコールを飲みながら美味しい夕

食をいただく。前には星の観測のサービス付きだったが、移転に伴い、天体望遠鏡のドー

ムは廃止したようだ。コッテージは貸切りで、２階にベッドが６つ並んでいる。寝心地の

良いベッドだった。 

 

10/10(木)  ゆっくり朝食を摂り、宿泊

所を出発。台風一過、快晴の中、浄土平

に着く。ビジターセンターの前から木道

を歩き、湿原の途中で、ザラザラした登

山道に入る。振り返ると、昨日歩いた吾

妻小富士が擂鉢山の名のとおり擂り鉢状

に見える。中高年の団体の登山客が多い。

行列を為して歩く。鎌沼からの道と合わ

さり、酸ヶ平避難小屋の前を通り、漸く

山頂に到着。山頂直下に五色沼が見える。

素晴らしい色だ。その神秘的な姿から「魔

女の瞳」と呼ばれているようで、下山途

中、登ってくる人に「魔女の瞳は輝いて

いましたか？」と尋ねられた。浄土平に

戻ると平日だというのに駐車場は満杯だ。

紅葉の季節なので連日満車になっている

ようだ。歩くのが嫌いな友人も無事に歩

き終えることができた。 

一切経山登山道から見る 

吾妻小富士(擂鉢山) 

五色沼(魔女の瞳・一切経山頂直下) 
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涸沢から奥穂高岳（3190m） 

記：松田 武 

日程：10 月 11 日～14 日  交通：マイカー  テント泊   

メンバー：L．石井美樹、石井文子、井口宮子、松田 武 

コースタイム 

〔１日目〕前夜松原団地（20:00）出発…沢渡車庫前駐車場（0:30 車中仮眠 4:48）－バス

－上高地（5:40）…横尾山荘（8:45）…涸沢テント場（12:50）  

〔2 日目〕涸沢テント場（4:00－6:20）…奥穂高山荘（8:55）－奥穂高山頂（9:55－10:05）

…奥穂高山荘（10:55）…涸沢テント場（12:50－13:45）－横尾テント場（16:30） 

〔3 日目〕横尾テント場（5:15－6:15）…上高地（9:10）－バス－沢渡車庫前駐車場（9:30） 

     木漏れ日の湯（9:45－10:55）－草加（17:00）      

 

紅葉の時期に涸沢にテントを背負って行きたいと思っていたところ、昨年の暮れに石井

さんから計画を聞き、渡りに船と参加することにしました。 

 

▲1 日目（10 月 12 日）上高地～涸沢テント場 

 予想はしていましたが、紅葉シーズンの三連休の初日ということで、上高地バスターミ

ナルは大勢の登山者と観光客で、高尾山にでも来ているような混雑ぶり。 

 前夜、談合坂 PA で会った鈴木勝幸さんと再会、勝幸さんは勤務先の人と二人で、私たち

と同様に涸沢にテント泊で紅葉を見に行くとのことで、涸沢まで抜いたり抜かれたりの道

中となりました。 

 天候もまずまずで、横尾まで平坦な道を前穂高、明神岳、屏風岩を見ながら平坦な道を

ひたすら歩く。しかし登山者が多く登山道は人の切れ目がないので、なかなか自分のペー

スで歩けません。 

 横尾を過ぎ本谷橋を渡ると岩ゴロゴロの本格的な登りとなります。睡眠不足とテント装

備のザックで結構堪えます。カールが近づく頃、曇ってきて少しポッポツ来る。涸沢に近

くなると真っ赤に染まったナナカマドと色とりどりのテントが出迎えてくれる。そしてテ

ント場到着。 

園木さんから、紅葉シーズンの連休は 4 人用テントを張る平なスペースは無いと脅かさ

れていたが、カールの右端しのまずまずの場所にテントを設営する。トイレと水場が遠い

のが難点だ。ヒュッテに手続きに行きビールも買ってきて、とりあえず無事テント場到着

を祝して乾杯。霰がテントを叩く、初雪になるのか… 

 

▲ 2 日目（10 月 13 日）涸沢テント場～奥穂高岳～横尾 

 夜半用足しにテントから出る。地面が薄っすら白い。満天の星空で天気は良さそうだ。 

4 時に起床、風が強く奥穂に登るか迷う。風も納まり、１時間遅れの 6 時過ぎに出発。 

アタックザックに雨具、水、行動食を詰めて奥穂を目指す。テント場から暫くは緩い岩場

の登りだが、遠くに見えるザイテングラートは垂直の崖に見える。涸沢小屋への分岐点を

通過後、文子さんが体調不良でテント場に戻ることになった。残念！ 
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やがてカールを左にトラバースするように横切ると急傾斜の岩場にとりつく。鎖や梯子

のあるザイテングラートの核心部を登る。狭い道、下る人とのすれ違いで渋滞する。なに

しろ今シーズン一番の人出なので仕方ありません。 

山荘到着、少し休憩していよいよ奥穂へと思っていたら、石井リーダーが私の足色と道

の渋滞、テント撤収を考え、奥穂に登るか否か思案している。宮子さんは登る気満々、私

も登りたい。結局、晴天と目の前の奥穂に勝てず登ることに決定。 

 寒いので防寒着と冬用グローブを着け出発。小屋の左手からいきなりの直登、梯子のお

出迎え。途中、振り返ると涸沢岳と北穂高の間に槍ヶ岳、進行方向右手には笠ヶ岳。右後

ろには黒部五郎、薬師岳などの登った山々に再会。頂上に近づくにつれて風が強く寒くな

る。冬用グローブを用意してきてよかった。 

 ついに二度目の奥穂山頂に到着、前回雨で見えなかったジャンダルムに感激！360°の展

望を楽しむ。山頂は寒く、長居は無用と慎重に来た道を戻る。 

 テント場に戻ると我々のテントが見あたらない。よくよく見ると文子さんがテントを撤

収して、荷物番をしていた。感謝感激、山の会の鑑！ 

 下山開始、振り返ると紅葉の涸沢がだんだん遠くになる。休憩を挟んで長い道をひたす

ら下山。徳沢まで行きたかったが、日没が迫り横尾にテントを設営することにした。 

横尾テント場はトイレ、水場が近く、何しろ地面が平なので、涸沢テント場と比べると

天国なのです。無事下山を祝しての缶ビールが美味いこと。 

 

▲３日目（10 月 14 日）横尾～上高地 

 地面が平で寝心地が良かったのか、ストンと眠り落ち気分よく目覚める。朝食抜きでテ

ントを撤収して上高地を目指す。3 日間天候に恵まれたことを感謝し、平坦な道をひたす

ら歩く。明神を過ぎ河童橋に出ると沢山の観光客で賑わい、すっかり下界の空気になりバ

スターミナルに到着。運よく 10 分程で沢渡行きバスに乗車する事ができ、駐車場のある沢

渡車庫前で下車。バス停前の「木漏れ日の湯」で風呂につかり、朝食と昼食を兼ねた食事

をとり、帰路につく。 
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【還暦山行】岩木山 162４.7m 

                                記：染谷 智行  

１ 日 時：2013.10.１2(土)夜～10/14(月) 

２ 参加者：Ｌ．浅井 昭光，芳野 光夫，兼堀 善和，小野寺 博，大門 京子 

            鎌形 瑞枝，兼堀恵美子，染谷 智行 

３ コース 

 10/12(土) 草加 21：00 － 浜松町 / バスターミナル発 22：30 (夜行バス) 

10/13(日) 弘前バスターミナル着 6:40 / レンタカーで岩木山神社登山口へ移動 (P) 

岩木山神社 8：30 - 神苑桜林 9：10 – 姥石 10：20 – 焼止まり避難小屋 11：35～12：00 

鳥海山 13：20－岩木山 13：40～55 – 八合目駐車場 15：00～45 バス－嶽温泉宿へ 

 

 10/14(月) ７：30 ～ 世界自然遺産白神山地・マザーツリー・暗門の滝を散策  

     弘前駅にてレンタカー返却 – 弘前発 16：42－新青森駅発 17：42－大宮 20：57 着 

 

  還暦山行ということで、今年度の 3 名、プラス昨年度の 5 名、計 8 名の参加となる。 

草加駅集合後、浜松町から夜行バス（3 列シート）で出発する。寝酒を飲む暇なく消灯と

なり途中 3 箇所ほどでドライバーの交代、時間調整で停車するが車外には出られず弘前に

着く。岩木山神社までレンタカーで移動し境内近くの駐車に止める。身支度後岩木山百沢 

登山道を行くがここは、昔修験道の場であったらしい。津軽国定公園 神苑桜林の名のご

とく古木の桜が沢山ある道を進む

開花の時は素晴らしいだろう。天

候は不安定であり小雨がパラつい

たり、やんだりで岩木山上部はガ

スに覆われている。カラス休場を

通過し青空 

が見えたかと思うと又パラパラ落

ちてくる。姥石焼止まりヒュッテ

にて小休止をとる。 

種蒔苗代付近からは、ガスが出て

きた。鳳鳴ヒュッテ（避難小屋）

まで来ると本降りとなる。この小

屋はかって若くし厳冬期の雪山で

遭難した高校生の御霊を鎮め再び

悲劇を起こさない様に建設されたそうだ。風雨は強くなり冷えてきた。岩木山頂上もガス

の中であった。 

嶽温泉まで歩く計画であったが、岩木山八合目まで、津軽岩木スカイラインが入っており 

バスでの下山を選択した。頂上で晴れてくれえたら北海道まで見渡すことが出来たろうに 

残念でした。 
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 嶽温泉に着き宿は、小野寺氏が予約してくれた「縄文人の宿」である。朝駐車したレン

タカーを取りに行く。宿の名前を聞くと縄文人なら囲炉裏を囲んだこんな生活だろうと宿

に一風変わった宿名を付たそうである。海の幸、山の幸を炭火を使った料理法でアルコー

ルを堪能しました。 

 

翌日は、世界自然遺産白神山地の観光となる。（1993 年 12 月登録） 

宿の前で記念撮影をし、生産者直売の弘前フジのりんごを宅配しアクアグリーンビレッジ

ＡＮＭＯＮに行く、津軽峠に駐車し、歩いて５分程のマザーツリー（ブナの巨木）の見学

をする。（直径１４８ｃｍ，樹高３０ｍ，樹齢≒４００年）見事であった。次に「暗門の滝」

歩道コースの散策となるが、人が多い、大型バス４台も入っていてさすが世界遺産である。 

滝は、第 3 の滝、第 2 の滝、第 1 の滝となっていた、人が多く往復 2 時間程要した。水量

が多く落差も第 1 の滝は４２ｍと豪快であった。マイナスイオンを沢山吸収できた。 

この水が自然を潤す源となっているのでしょう。 

 アクアグリーンビレッジに戻り昼食後帰路には早すぎるという事で、弘前市りんご公園

にて時間調整した。本場青森はりんごの生産がさかんでありこの時期赤く色づき出したり

んご畑が目の保養となった。 

 

 今回、還暦という節目に山行ができ、リーダー浅井さん、宿ほか手配下さった小野寺さ

ん、参加者の皆お疲れ様、有難う御座いました。 
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★日  程  平成２５年１０月１２日（移動）～１４日 

★メンバ－  Ｌ園木、山口裕、三浦 新島          記：園木 毅 

１３日 車駐車地点から林道急傾斜登り 3 時間 30 分－不動登山口 15 分－水場あり－黒法師

登山口から黒法師往復―5 時間 45 分  

１４日 不動登山口から不動岳往復―8 時間 10 分 山頂で 40 分まったりしました。不動登山

口から車駐車地点まで林道下り 3 時間 帰りは工事の車に乗せて貰いました１時間

短縮 

 よく下調べをしなかったので戸中小屋林道ゲ－トまで車で入れることが出来ずさらに１

時間３０分の林道歩きがプラスしてしまいました。結構傾斜のある林道を３時間強やっと

の思いで不動岳登山口到着です。テントを設営後黒法師岳に向かいます。原生林の登高尾

根は急登の連続で堪えます。黒法師岳は三角点マニアにはたまらない山頂で三角点がхに

なっています。２度目の登頂に大満足でした。 

 前々から登りたいと思っていた南ア深南部の秘峰・不動岳。不動登山口からでも８時間

を要する為手強い山です。原生林の急登、獣道が交差する秘境鹿の平、そして最後の急登

を登りきると大展望が待受ける不動岳。誰とも会う事の無い、鹿と熊と静寂が支配する山

頂です。 

 同行の皆様お疲れ様でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

黒法師岳の一等三角点  

 

 
 

 
 

秘峰・不動岳山頂 

大好きな黒法師岳に何想う 

静寂が支配する不動岳 
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尾
お

白山
じらやま

（南会津・１３９８m） 
記：松田 武 

日   程：10 月 19 日  交通：マイカー     

メンバー ：L．松田 武、浅井祐子、山﨑正夫、大門京子 

コースタイム：宮沢登山口（8:35）…宮沢口分岐(9:15)…尾白山山頂（11:05－11:30） 

…宮沢口分岐(12:50)…宮沢登山口（13:30） 

 尾白山を知ったのは、新聞の山歩き紹介記事の「燃えるような紅葉が見事」という見出

しに惹かれたからです。あまり知られていない紅葉の名山ということで、紅葉を期待して

行って見ることにしました。 

 国道 401 号から伊南川を渡り、宮沢公民館バス停を右折して、林道に入る。道は狭く荒

れている。幸い対向車と出会わず登山口に着く。狭い駐車スペースにはすでに 3 台停まっ

ており、先着の車が出られる位置に車を停める。 

登り始めから結構な急登です。数日前に秋の山開きあり、登山道は刈り払いが行われて

いて歩きやすい。また、あまり人が入っていない山なのか、登山道は落ち葉が堆積してク

ッションとなり、フワフワ感が何とも言えない。小さな尾根を暫く登ると小塩登山口との

分岐に着く。ここから 1179ｍのポイントまで急登が続く。紅葉は、温暖化のためか、曇っ

て明るさがないためか、期待した鮮やかさはない。 

 1179m ピークを通過すると、緩い登りになり黄色いブナ林の尾根歩きになる。1278m ピー

クからは両側が切れ落ちた細い尾根で展望が開けてくる。ここからが紅葉のハイライトと

なる。東方の古町側が急斜面のため、高度感のある稜線歩きとなる。そして、今日一番の

急登を過ぎると、雨量観測のブロック造りの小屋に出る。もう山頂は目と鼻の先。 

 尾白山と書かれた木製角柱の立つピークに到着。周囲の展望を楽しむ。 北方に雪を頂い

た飯豊連峰、西方は三岩岳、南方には遠く女峰山、手前に田代山などが見える。ランチ後、

往路の尾根を下山する。尾根にはシャクナゲやイワウチワが多いので、花の咲く時期にま

た来てみたい山です。 

 帰りは、古町温泉赤岩荘の風呂に浸かり、急登でかいた汗を流す。この温泉の男性露天

風呂は少し面倒です。内風呂と露天風呂が離れた場所にあるので、両方の風呂に入ろうと

思うと、着たり脱いだり面倒なことになります。女性露天風呂は内風呂から入浴できるの

で安心して下さい。 
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庚申山（１８９２ｍ） 

 
記：兼堀 善和 

日  程： 平成２５年１０月２７日（日） 

メンバー： 兼堀（善）・大竹（一）・浅井（祐）・森（律） 

コ ー ス： 浅井宅５：１０出発～東北・日光宇都宮道経由銀山平７：２６登山開始～ 

一の鳥居８：２２～鏡岩８：５４～猿田彦神社跡９：３２～山頂１１：３５出発１１：５０～ 

分岐１２：２５～庚申山荘１３：０５～一の鳥居１４：２０～銀山平１５：１３～浅井宅１７：３０ 

 

 １０月２６・７日で皇海山・庚申山に行く予定にしていたが、台風接近により土曜日雨模

様の為、２７日（日）で庚申山だけ紅葉を見に行くことに決め、新たに祐子さんを加えた４

名で出発。 

 登山口の銀山平まで３時間予定していたが２時間かけて到着、一の鳥居まで庚申渓谷の紅

葉スポットを楽しみながら予定時間より３０分早く到着、鏡岩を経て猿田彦神社跡で、時間

に余裕が出来たので上級者向けのお山めぐりコースにチャレンジすることに、岩場続きのア

ップダウンが続いたが岩場からの紅葉と景色が最高で

した。 

 分岐に到着後山頂目指して急坂を登って行ったが、

なんと山頂では粉雪チラチラしていて風が強く寒い寒

い、食事もそこそこに下山開始、庚申山荘で山の名前

にもある猿の群れに遭遇、ここで鏡岩（孝子別れの処）

に書かれていた猿の話を紹介「猟師の父の命を救って

くれた猿の元に末娘が嫁いで行った」悲しい昔話が書

かれていた。その鏡岩を経て銀山平まで８時間弱の歩

行時間であった。 

 あらためて庚申山の紅葉の素晴らしさと、馬鹿に出来ないお山めぐり急坂を思いかえし、

当初の皇海・庚申山を登る予定がかなり難しかったかなと反省、来年は皇海山だけ単独で再

チャレンジを考えている。 

参加してくださったメンバーの方々ありがとうございました。 
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大山 (1709m)・蒜山 (1202m) 

       (鳥取県西伯郡大山町・岡山県真庭市)      記：山﨑 正夫 

【日 程】2013(平成 25).10.28(月)～10.31(木)   

① 大山：登山標高差＝969m、累積高度＝969m  

② 蒜山：登山標高差＝572m、累積高度＝1001m 

【天 気】①快晴   ②曇一時晴れ 

【ﾒﾝﾊﾞｰ】Ｌ．山﨑、下川 

【ｺ ｰ ｽ】 

10/28(月)草加駅→浜松町駅→夜行ﾊﾞｽ 20:50→10/29(火)7:20 米子駅ﾊﾞｽ＝7:25→8:15 大山

寺～9:00登山口(780m)～10:18五合目～11:40頂上小屋～11:45大山(弥山)頂上～

12:10 頂上小屋～12:40 石室～13:30 六合目避難小屋～13:43 行者谷別れ    ～

14:25元谷小屋～14:50 大神山神社～15:25大山寺橋→16:30 休暇村蒜山高原 

10/30(水)休暇村蒜山高原 8:15→ﾎﾃﾙﾊﾞｽ→8:30 上蒜山登山口(630m)～10:05 槍ヶ峰 

(1030m)～10:30分岐～10:45 上蒜山山頂(1202m)～11:00 分岐～11:55中蒜山山 

頂(1122m)12:30～13:05フングリ乢(ﾀﾜ)(800m)～14:35下蒜山山頂(1100m)～ 

15:22雲居平(854m)～16:20 登山口(514m)→ﾎﾃﾙﾊﾞｽ→ﾎﾃﾙ蒜山ﾋﾙｽ 

10/31(木)ﾎﾃﾙﾊﾞｽ→ﾊﾞｽ 8:50→9:50中国勝山駅(JR姫新線)・街歩き～10:50→11:44 新見駅 

(JR伯備線)11:54→12:28 備前高梁駅・街歩き 16:28→17:25 岡山駅(新幹線)17:58

→新大阪駅→東京駅→23:00 草加駅 

 

《大山》浜松町貿易サンタービルバスターミナルから夜行バスに乗り、一路米子駅へ。８月

の北ア裏銀座への夜行バスでは少し眠れたので、今回も少しは眠れると期待したが、ほとん

ど眠れず、朦朧となる。その上、都内での渋滞の為、江府で既に米子駅に着く時間の６時５

０分を過ぎている。米子駅着は３０分遅れの７時２０分。大山寺行きのバスが出てしまう。

私がバスのトランクに預けたリュックを受取り、その間に下川さんが大山寺行きのバスに暫

し待ってもらいに走る。大山寺行きのバスは停留所を出て、駅前ロータリーの信号で待って

いる。下川さんが大声で呼んでくれる。

リュック２個を担ぎ、運転手・乗客の

皆さんに謝りながら、漸くバスに乗り

込む。よく待っていてくれたものだと

運転手と下川さんに感謝。下川さんは

駅で食べる予定だった朝食をもりも

り食べ始める。私は食べ物が喉を通ら

ず、水だけ飲む。暫くした後、下川さ

ん提供のバナナだけをやっと食べる

ことができた。大山情報館で身支度を

調え、駐在所に登山届を投函し、出発。

大川寺 大山の弥山から剣ヶ峰を望む 
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の参道を進み、途中から右折し大山寺橋を渡り、登山口に達する。第一駐車場はもう既に満

車だ。さすがに中国地方で唯一の山らしい山としての人気だ。植林の中の道を進み、三合目

の標識を過ぎると、ブナ林が出てくる。やがて五合目に達する。天候は快晴。美保湾、日本

海、弓ヶ浜、米子や境港の町、その西側には中海や大根島が見える。小さな山の神の祠があ

り、これも小さな安全登山の碑がある。行者谷別れを過ぎ、樹林帯を抜ける。六合目の避難

小屋で眺望を楽しむ。頂上が見え始めると、巾１ｍの板敷きの道となる。頂上には大勢の人

が板敷きのテラスに腰を下ろしているのが見える。山頂標識の先の立入禁止のロープの向こ

うに弥山がある。下川さんは行かないと言うので、一人で弥山に向かう。弥山にはアベック

がバーナーを焚いて昼食の用意をしている。ここから剣ガ峰までは指呼の間であるが、かな

りガレている。剣ガ峰の弥山の間で一人が休んでいるのが見える。取りあえず、下川さんの

待つ山頂標識地点に戻る。このテラスで昼食とする。隣に座っている３人連れがバーナーで

お湯を沸かし、抹茶をたてている。思わず「美

味しそうですね！」と申し上げると、「一服

如何？」と来たもんだ。勿論、喜んでいただ

く。優雅な気分になる。我々は大山頂上の碑

の前で写真を撮り、先に下ることにする。石

室があるというので、南側の道を下る。石室

の近くはダイセンキャラボクの群落だ。山中

でこのような伽羅の木の群落を見るなんて

初めてだ。帰ってから調べると、ここは、日

本最大の群落で、特別天然記念物に指定され、

鳥取県の県の木になっているとのこと。六合

目の避難小屋を過ぎ、行者谷別れで北東に続く急坂の元谷小屋方面に向かう。紅葉・黄葉を

楽しみながら下る。この行程の中で、一人の男性と同じスポットで写真を撮るようになる。

感覚が一緒なのか、その内、話をするようになる。この男性は、愛媛県四国中央市に住み５

５歳の内装工事の会社を経営している。前の週に大山に来たが、雨で、２８日の夜の天気予

報で、本日の快晴を確認、夜８時に家を出て、大山寺に宿を取ったとのこと。最近山歩きを

再開したが、体力の衰えを感じる等と話な

がら、紅葉やカメラのことを話す。四国か

ら年に何度も大山に来らしい。家族と来る

時は蒜山高原で遊んだりしているらしい。

この何回もの中で、本日の快晴と紅葉は一

番だとのこと。我々は恵まれている。元谷

小屋が見えると佐蛇川の河原に出る。河原

を横切り暫く歩くと、古色豊かな大神山神

社奥宮に出る。そこからは観光客と共に立

派な鳥居を潜り、大山寺橋に戻る。本日の

宿舎の休暇村蒜山高原にはこの男性が車

で送っていただけることになった。途中、

桝水高原スキー場から大山がきれいに見えると案内してくれる。約５０分の車中、山談義と、

大山遠望 
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この男性のこれまでの旅のハイライトを納めたＤＶＤを観賞した。この中には、２０代にス

イスのユースホステルの２段ベッドで一緒になった日本人から、アイゼンとピッケルを借り、

その使い方を教わって登ったモンブランの写真も納められていた。宿舎に着き、親切な男性

と別れる。  

 

《蒜山》蒜山高原は中国地方の軽井沢と呼ばれているらしい。快適なリゾート地である。休

暇村の山登り応援プランで宿泊したので、

バスで登山口まで送ってもらいお弁当付

き。ジャ－ジー牛の百合原牧場の間の道を

進むと登山口がある。槍ヶ峰まで直登気味

の良く刈り払われた道をサクサクと登る。

尾根に上がり、分岐から上蒜山を目指す。

ここからはササ草が全く刈り払われてお

らず、道も隠れ、ササは頭の上まで伸びて

いる。上蒜山山頂に着くも展望は無しで三

角点があるのみ。山頂表示も無い。這々の

体で往復し、中蒜山に向かう。ここからは

下山まで道は良く刈り払われており、快適

な歩きとなる。中蒜山には麓から直接登る道もあり、山頂では３組の登山客が休んでいた。

ここで昼食とする。曇っている為、日本海や大山が見えるという眺望は得られなかった。中

蒜山から塩釜への急な下りの道を見ながら、こちらはゆっくりの下り、鞍部のフングリ乢に

着く。乢を「たわ」とは中々読めない。帰宅後、漢和辞典を引くも掲載されていない。ここ

から気持ちの良い笹原の中の道を進む。さらに下蒜山山頂に達し、雲井平に向かう。雲井平

で、かろうじて通じた携帯電話で本日宿泊す

るホテルに迎えをお願いする。ここからは一

転して、滑りやすい急坂を下る。犬挟峠峠へ

の道は閉鎖され、直角に曲がって登山口に下

る。ホテルのバスが迎えに待っている。この

日に宿泊したホテルは素晴らしく、もう一度

泊まりたいホテルになった。翌日、ホテルの

バスで、真庭市が運営する地域バスの停留所

まで送ってもらう。このバスは何処まで乗っ

ても２００円。地元の乗客が景色や歴史を説

明してくれる中、１時間乗って中国勝山駅に

着く。次の電車の発車時間を待つ１時間で勝山の街を歩く。予想外の素晴らしい歴史のある

城下町である。２両編成の電車に乗り、備前高梁駅に着く。この城下町は前から街歩きをし

たいと思っていた町。４時間近くを観光タクシーと徒歩で街歩き。ビールを買ってローカル

線で岡山駅まで行き新幹線に乗車。新大阪駅で乗り継ぎ、東京駅に着く。山も街歩きも充実

した４日間となった。 

上蒜山・中蒜山・下蒜山 

フングリ乢から下蒜山へ 
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40 周年記念 多摩川水源界 Ｎo.５    長沢背稜を歩く 
記：山口 裕史 

◆山行日：２０１３年１１月２日－４日 

◆メンバー：L山口（裕）、三浦、森 

◆コースタイム: 

1 日目：時間 10 分 

さわらびの湯 8:00→白谷沢登山口 8:15→棒ノ折山 9:50→日向沢ノ峰 12:50→蕎麦粒山 13:50

→一杯水避難小屋 15:05→天目山（軽身ピストン）16:10→一杯水避難小屋（泊） 

２日目：8時間 35分 

一杯水避難小屋 5:15→5:50 三ツドッケ 6:05→分岐 6:15→7:50 酉谷山避難小屋 8:00→8:15

酉谷山 8:25→酉谷分岐 8:40→長沢山 10:30→芋の木ドッケ 12:15→13:00雲取山荘 13:25→雲

取山 13:45→13:50 雲取山避難小屋（泊） 

３日目：6時間 35分 

雲取避難小屋 6:10→6:22 三条ダルミ 6:30→北天のタル 8:15→飛龍山 8:50→飛龍権現 9:15

→前飛龍 9:45→熊倉山 10:40→サオラ峠 11:10→登山口 12:20→12:45めこいの湯 

温泉後役場前よりバス乗車 

  

今年は多摩川水源界の No5 を任されましたが、コースが長いため３連休を狙って日程を組

みました。天気はイマイチの予報ですが、いつやるか「今でしょ!」と思い切りました。取り

付きは９月に単独で歩いた多摩川水源界 No1～4の時に予習しているのでスムーズです。 

 

初日酉谷山避難小屋まで歩くつもりで出発。避難小屋に泊ま

れなかった時の装備としてツエルト・ポ－ルを 2セット背負い、

一杯水が涸れている可能性を考えて水も余分に 2L背負っていた

ら、棒ノ折からの陵線歩きで意外にアップダウンが効いてしま

いなかなかペースが上がらず。 

日没後に歩くのも嫌だし、ガスに巻かれて展望も良くない。一

杯水で水場が涸れてなかったので旨い水も確保できた。三浦さ

ん、森さんと相談し予定より一つ手前の一杯水避難小屋に泊ま

ることにした。避難小屋泊は、単独 1名、2名パーティーとうち

ら 6 人だけで快適な宿泊ができた。19 時ごろ、楽しく飲んでい

ると酉谷避難小屋が満員、テントも張れない状態で頑張ってこ

ちらまで来たパーティー。 

1 日目頑張って進めても酉谷避難小屋に泊まれなか

ったことを考えると判断は吉だった。 

2 日目、前日に下見していて展望が良いことを確認し

ていたので、ご来光を見ようとヘッデンをつけて天目

山へ向かう。が、厚い雲に覆われ付近が赤く染まった

程度、それでも前日より天気は良好で北東南の展望が

あり富士が見えたので満足し酉谷山に向かい歩を進
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める。人気の酉谷避難小屋に到着して中を拝見。室内は

清潔で明るく、トイレがキレイ。ネットで調べていると

管理されている方がいらっしゃり、その労苦に感謝が必

要だと思った。また、山頂では樹林越しになる富士山が

良く見え、水も小屋から数メートルで取れるのもポイン

ト高い。 

初日の分も巻き返しと思ってどんどん進むと予定よりも

随分早く雲取山荘に到着。あとは山頂直下の避難小屋に

行くだけなので缶ビールで乾杯。長い距離を歩いた後の

ビールは旨すぎる。若干酔いに心拍数が上がりながらも

山頂に到着。懸念していた小屋の大混雑は無くホッとした。森さん三浦さんを待って山頂で

ビールをプシュッとあけるとこれがまた旨い。その夕、一杯水避難小屋でご一緒だった人と

また隣になって、話が弾んだがどうやら岩、雪、アイスと経験豊かな方で山談義でとても楽

しい一時が過ごせた。宿泊登山の楽しみである。 

3 日目、早朝予定通りに起床して小屋を出ると

ガスと雨。石尾根を降りたーいとの思いもあっ

たが多摩水源界をつなげるため頑張れらねば

と予定より少し早く出発した。山頂から一降り

して三条ダルミに到着すると雨が止んできた

のでカッパ上を脱ぎ、飛龍山へと向かう。途中、

金峰から 2 泊 3 日で縦走してきた人と出会い、

羨ましくも自分もいつか歩こうと意を決する

のであった。 

さて、飛龍山への道は今までと異なり、笹斜面

に道が切り開かれ結構急で気が抜けない登山道だった。まして雨で濡れているため慎重にも、

2 日分の食料・水もなくなり身軽になったので大胆に進んだ。飛龍山頂は展望が無いが人慣

れしていない雰囲気がイイ山だと思った。 

下山に入る。小飛龍山までの陵線歩き

がシャクナゲが群生し花の咲く頃が良

さそうだ。更に降り熊倉山付近に来る

と黄葉の彩りが良くなり、サヲラ峠で

は唐松の黄葉とあいまって見事な景色

だった。軽快に降り予定より大幅に早

く降りれたので温泉に入っても、予定

より 1 本早いバスに乗ることが出来た。

やはりメンバーの足が合うと充実した

山歩きができる。森さん・三浦さんに

感謝です。帰りに寄った奥多摩の天益の名物餃子は安くて美味しく、情報通の森さんには再

度感謝です。温泉、バス、餃子屋、電車とお酒を飲みながら最後まで楽しい一時でした。 

長丁場の多摩水源界を踏破してホッと一安心しましたが、個人的には全てのコースを歩きた

くなってきました。ルートをまとめて少しハードに歩けたらと計画を検討中。皆さん是非一

緒にいかがですか？ 
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西上州大岩・碧岩 （1133Ｍ） 

 

記：大竹 一司 

■山 行 日：２０１３年１１月３日 

■メンバー：L大竹、兼堀（善）、浅井（祐）、松田 

■コ ー ス：登山口 7：45→三段の滝 8：12→碧岩分岐 8：30→大岩 9：50～碧岩→10：50→

登山口 13：00 

 

10 月の紅葉山行に引き続き、

11月上旬は 1000ｍ付近の紅葉が見

頃と予想し西上州方面の山を調べ

南牧村の大岩、碧岩が展望が良く変

化に富んだ楽しそうな山だったの

で行ってきました。 

西上州のマッターホルンと呼ばれ

ているそうで、２つのとがった岩稜

がそびえ立ったすばらしい所でし

た。当日は、天候に恵まれ風も無く

絶好の登山日和でした。 

メンバーの松田さんが、以前に来られたそうなので、先導をお願いして 4名で登山道をスタ

ート。先ずは渓谷沿いの三段の滝ハイキングコースを、30分程景観を楽しみながら歩きます。

そこには、三段に連なった素晴らしい滝がありました。 

そこから登山道らしくなります。

滝を右に巻きながら、急登の滑る

道を、補助ロープを使いながら慎

重に登り滝の上まで行きます。し

ばらく沢沿いの道を行くと、尾根

に行く取り付に出、そこからいっ

きに急斜を約 1時間汗だくになり

ながら登ると紅葉がすばらしい

尾根道にでました。そこから碧岩

をめざす予定でしたが、途中の道

しるべを見おとしてしまい大岩

の付け根まできてしまいました。 

そこから大岩のピークを目指し

ます。岩稜の尾根道を登ると手前

の展望の良い小ピークにでます。 

すばらしい展望です紅葉を真下

に見下ろし感動の風景です。そこ
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からもう一越えで、大岩のピークがみえます。見上げると細い岩稜の道で左側が切れ落ちた

断崖絶壁の恐ろしそうな道です。ビビリながら、四つんばいになり三点確保を心がけやっと

の思いで、大岩のピークに到着しました。目の前には先に行く予定だった、碧岩が聳え立ち

３６０度の展望で更なる感動の絶景です。碧岩の紅葉した岩稜をロープを使って登っている

人々が見えます。次にあそこに行く事を思うと、期待と不安がよぎります。絶景を眺めなが

ら昼食をとり次は碧岩をめざします。下りも慎重に尾根道に下り、見落とした碧岩分岐点を

見つけ 30分程で、碧岩登頂口にでます。そこでザックをデポし、裕子さんがザイルを携行し

て出発です。 

途中、直登の岩場が何箇所かありますが、比較的足場が、確保し易くロープが所々有るので

大岩よりもスムーズに登る事ができました。ピークからは先ほど登った紅葉に染まった大岩

が目の前に見えて再びの感動です。下りも細心の注意を払いながら無事下山終了。 

2 つの違った岩稜登りの変化に富んだ大変すばらしい山でした。ベテランの方々が同行して

頂いたおかげで安心した山行ができました。有難うございました。 

西上州の山は、まだ三回目の山ですが他にも特徴のある山々が沢山あるので、春のひとつ

ばなの時期や、紅葉の時期に再度訪れたい地域です。来春にはひとつ花の時期に他の山に行

こうと思います。 
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★日  程  平成２５年１１月３日～４日 

★メンバー  園木、大門、尾崎、加藤              記：園木 毅 

３日 8:55 寸又峡登山口-11:05 鹿のヌタ場-11:25-11:50 沢口山-13:55 寸又峡登山口 

 

大井川上流の寸又峡温泉の奥にある山々を南ア、深南部といい奥深い山々ですが今回登ろ

うと計画している山は沢口山と前黒法師岳です。沢口山は 1400m ですが以前４～5 人の遭難

騒ぎがあり現在も単独の方が行方不明です。勿論地図、磁石は必携でコースをしっかり把握

する必要があります。10年位前に登った時よりペンキ印などコースは分りやすくなりました。 

深南部特有の原生林、鹿のヌタ場など深山の趣があります。山頂からは大無間山をはじめ

新南部の山々の展望すばらしいです。宿泊は近くの池の谷キャンプ場のバンガロー泊。 

翌日は雨になってしまったので一度も乗った事が無い大井川鉄道に乗車。千頭～接阻峡温

泉を往復、楽しい鉄道旅でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

沢口山山頂からの展望 

 

 

バンガロー泊は楽しい 

アプト式電気機関車の大井川鉄道 千頭駅にて揃踏み C10と C11 
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記：園木 毅 

★日  程  平成２５年１１月９日 

★メンバー  園木、大門、加藤、新島 

 

登山口から３０～４０分で撤退 

 

会津の紅葉は素晴らしいので会越国境の木地夜鷹山を目指しましたが、沢筋のトラバースで撤退

しました。私の登山は安全が１番、２番が楽しいがモットーです。 

さすがに藪山だけあって、登山口もルートもよく分らず登山口を見つけるのも苦労しました。 

それでもただでは起きません。前から食べたいと想っていた黒沢集落の農家そばや、わたなべさん

で旨い蕎麦を食べました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

登れなかった木地夜鷹山全容 登山道を探しかなり林道を登ってしま

いましたが遠くに雪を被った飯豊連峰

が見えました。 

 

紅葉が綺麗です 

 
 

 

 

小鉢が 3 つ付いて大盛り８００円也 
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記：山本 理郎 

 

日 程  2013 年 11月 5日（火）  マイカー利用 

コース  草加 4：30………中善寺湖畔「立木観音市営駐車場」6：30………登山口 

  7：30………阿世潟峠 8：00………社山山頂 9：30………黒檜岳 12：40…… 

  千手ヶ浜 15：00………菖蒲ヶ浜バス停 16：20………バス移動……… 立木観

  駐車場………草加 

メンバー L=山本、小宮、阿部、小野寺（英） 

社山へは紅葉と雪のシーズンの 2 回ほど来ている。山頂の標識を少し先に進むと、眺めの良

い笹原にでる。黒檜岳への稜線が目の前に現れる。眺めのよさそうな山並みが続く。 

ネットで調べてみると全行程は 9 時間くらい必要らしい。エスケープルートが無いので、そ

れなりの気構えで入らないといけない。秋の陽は短いので草加 4：30 に出発し、立木観音駐

車場で登山支度をして 6：30 から歩き始めた。社山までのコースは以前のテントサイトに記

録があるので省略し、社山から先について書いてみたい。山頂を少し下ると、樹林帯に入る

が、その先は見渡す限りの笹原である。よく

見ると笹原のあちらこちらに大木の根っこ

の部分が朽ち果てている。 

落雷にあった大木と考えたが、後で調べ判っ

たが、足尾の鉱毒のガスによって立ち枯れた

大木の姿であった、足尾の山が見渡せる斜面

が笹原で、中禅寺湖側は樹林に覆われている

特異な景観を作っている。 

笹原には何本もの道筋がつけられており、視

界が悪いときは迷いさそうである。 

社山（シャザン)～黒檜山（クロビダケ 1976ｍ） 
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また笹の背丈も腰より上になっている場所もあり雨が降ったら難儀しそうである。幸い今日

は無風の小春日和で男体山、太郎山、足尾の山並みのパノラマを楽しみながら、小ピークを

いくつも越えて、黒檜岳に向う。この 3 時間の稜線歩きがこのコースのハイライトである。

黒檜岳は山頂に近づくと、樹林帯となり、どこがピークか良くわからない山だった。縦走路

からちょっと外れた場所が山頂でピストン

となるが 5分程度あったと記憶する。要所に

は道標もあり、天候さえ良ければ迷うことは

無い。黒檜の頂上は樹木の中で、標識が無け

れば山頂とは判らない山であった。此処から

先は中禅寺湖の千手ヶ浜に向って、2 時間ち

ょっとの標高差 700ｍの下りとなる。全て樹

林帯の中の下りとなるが、時折、湖面が見え

隠れするが、行けどもゆけども浜に行き着か

ない、なかなかキツイ下りであった。コース

全域で紅葉はすでに終わっており晩秋のたたずまいであった。 

平日でもあり社山登山者が 1 名、縦走者が 1 名と出会っただけである。千手ヶ浜も人の気配

が無く、静寂に包まれていて、何本もの清流が湖に流れ込んでいる風景は心が洗われる気分

に浸れた。 

千手ヶ浜でしばし休憩をとり、菖蒲ヶ浜までは

高山の裾を回る 80 分の湖畔歩きとなる。諦め

ていた 16：20の東武バスに辛うじて間に合い、

立木観音入り口までバスで戻った。駐車場に戻

るころには、夕闇がせまっており、9 時間 50

分の中禅寺湖半周登山を無事に終えることが

出来た。メンバーの平均年齢は 71.8 歳であっ

たが、一人の落伍者も無く、さすが山の会のメ

ンバーと感心する。 
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大菩薩嶺公開バスハイク報告 (悪天の為行程変更) 
記：浅井 祐子 

 

平成 25年 11 月 10日(日) 

松原団地西口 6:00出 = 新郷 IC = 首都高～中央道 = 勝沼 IC = 竜門峡散策 9:15 - 10:30 = 

マンズワイン工場見学 11:00 - 11:45 = フルーツ公園内調理室にて昼食 12:10 - 13:50 =  

フル-ツ公園内「ぷくぷく温泉」入浴 14:00 - 15:00 = 勝沼 IC = 松原団地西口 19:00 

 

実行委員会：浅井(ゆ)、樋口、大竹、小野寺(博) 

参加者合計：62 名(一般 40 名、小学生 1、中学生 1)、会員 20 名 / 中型バス２台 

会員参加者：大木、小林真、松井、関口、小野寺英、張替、小林い、兼堀、森、阿部、 

      山﨑、千葉、大畑、尾崎、石井美、澁谷、 

 

 曇のち雨。とにかく一番難しい空模様の下での催行。談合坂 SAで結論を出すことにしてま

ずは草加を出発。樋口さんに大菩薩峠.介山荘に山上の天気を問い合わせて貰うと、強風とじ

き雨も落ちて来るだろうの回答。予報では午前中は何とか天気は持ちそう…とも聞いている

から下山で多少雨に降られても行くだけ行ってみるか? 迷っている時間の猶予は無いが決

断が出来ない…。(決断力に欠ける私の弱い部分がもろに出る…)、が 

先週の 3度目の下見時も稜線上は冷たい風が強く、標高 2000mの悪天時の厳しさを痛感した。

会員だけならそんな状況でも全く問題無いが、殆どが中高年の一般参加者をそこへ連れて行

く自信が私には無かった。 

 

 「登山を中止します」の結論に実行委員メンバーも快諾してくれ、各々のバスへと戻り行

程変更を参加者に告げる。「雨天時用にお楽しみコースを用意してありま～す!!」と満面の笑

顔で宣言するが、「雨も降ってないのに何で中止なんだよ～」の参加者の視線が胸にキリキリ

突き刺さる。しかし気持ちを切り替えて用意してある雨用のコースを楽しんでいただく他は

ない!!  

 

 この後は、紅葉が盛りの竜門峡渓谷を散策、ワイン工場見学と試飲、用意したスープ材料

を無駄にせぬようにと、公共施設の調理室を利用しての昼食、最後は展望を楽しみながらの

温泉。皮肉なことに青空まで垣間見られ、露天風呂からの眺めは素晴らしかった。でも遠く

大菩薩方面に目を向けると厚い雲がべったり張りついている。「この変更は誤りではない。下

界と山上の天気は違うのだ」幾度も自分に言い聞かせるが、やっぱり胸のつかえは取れぬま

ま…。(へたれな私のこれも悪い癖である。) 

 

 そうこう申しましても、４月から一緒に準備を続けてきてくれた実行委員、参加してくれ

た会員の皆さんには、ご協力本当にありがとうございました。行程変更で迷惑をかけながら

もみな快く動いてくれました。たくさんの仲間に助けられて、無事に楽しいバスハイクを完

了出来ましたことを、心からお礼申し上げます。 
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１号車１班の皆さん 

１号車２班の皆さん 

１号車３班の皆さん 

２号車４班の皆さん 

２号車５班の皆さん 
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バスハイク一般参加者からの一言（感想、要望、コメントなど）    ※敬称略 

■１号車１班 

渡部 建治 来年も楽しみにしています。幹事さんご苦労様。 

篠田 久美子 楽しい一日を過ごすことが出来ました。また参加します。 

ありがとうございました。 

松井 枝美子 初めての参加。草加山の会楽しい一日でした。ぜひ来年も参加したい

です、宜しくお願いします。ありがとうございました。 

長澤 孝子 龍王峡ハイキング、紅葉もきれいで素晴らしかったです。きのこスー

プ、家でも作ってみたいと思いました、美味しかったです。ありがと

うございます。 

恩田 範子 初めて参加させて頂きましたが、会員の方のお気遣いに感激致しまし

た。美味しいスープごちそうさまでした。 

黒田 守利 楽しい一日を過ごせました。ありがとうございます。 

石塚 英一郎 天気にも恵まれ楽しい山行が出来ました。美味しいきのこ汁と温泉、

気配り有難う御座いました。 

■１号車２班 

関口 岩生 とても楽しかったです。きのこすいとん汁美味しかったです。 

娘共々ありがとうございました。 

関口 珠生 楽しかった。きのこスープが特に美味しかった。 

斉藤 良治 たくさんの「おもてなし」ありがとうございました。 

斉藤 万千子 楽しい一日ありがとうございます。 

山の会の人達には頭が下がります。 

工藤 修 楽しい山行ありがとうございます。 

来年も体力強化して参加したいです。 

芝 博徳 来年も参加します。そして山を登ります！！ 

芝 陽生 帰りのバスが楽しかった。 

■１号車３班 

豊岡 由紀子 ２回目の参加ですが、毎回楽しく過ごさせていただきました。 

斉藤 勝代 初めての参加、とても楽しかったです。また来年も参加したいと思い

ます。時間が出来たら入会したいと思います。 

一ノ瀬 滋 会員になるのは年齢制限に引っ掛かりますので、また一般参加で楽し

ませて下さい。 

一ノ瀬 美智子 楽しかった、是非来年も参加したいです。（プランが充実していて満

足） 

岩間 ミツ子 楽しいバスの中、元山岳部思い出しました。 

ありがとうございました。 

黒田 タミエ 雨の時の別企画まで有り、一日楽しく過ごせました。 

ありがとうございました。 
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山口 一弘 特になし。 

小出 和男 楽しみにしていた山行、山頂までは行けないのが残だけでした。 

■２号車４班 

池田 賢一 自分で行けないので、連れて行ってくれると助かります。 

また参加したいです。 

坂口 眞平 きのこ汁、大変美味でした。 

青柳 伊佐雄 のんびりできて良かった。山の天気と○○はわからない、でも実行委

員の賢明な判断はさすが、また参加させて下さい。 

増井 淳一 初めての山でしたが、ガイドもイベントも充実してとても楽しい会で

した。 

増井ひとみ おいしい手作りのスープありがとうございました。ビールやビンゴな

ど次回も参加したいです。 

八重樫 重男 山は残念でしたが、行った事のない所に行けて良かったです。 

加地 典子 本日は山登りは出来なくて残念でした。でも、昼間から飲めて幸せで

した。スープ美味しかったです。 

小林 洋子 豚汁とても美味しかったです。雨が降らずラッキーでした。 

楽しい一日ありがとう。 

山崎 賢司 山には登れませんでしたが、山の会の方の英断に賛同します。安全第

一です。次回も計画して下さい。 

鏑木  国夫 沢すじの道はとても素晴らしい。これも“山”ではないのか。 

■２号車５班 

佐藤 チマ子 楽しかったです。 

大澤 芳子 今回も楽しかったです。山々がきれいでした。 

望月 美津子 いつも美味しいスープを有難うございました。 

今日は山に登れず残念でしたが、また来年もよろしくお願します。 

近藤 マキ子 初めての参加でしたが当初の目的地に行くことができなくて残念で

した。また次の機会に期待したいと思います。 

高橋 国夫 初めての参加ですが、とても楽しく参加させていただきました。 

有難うございました。 

高橋 涼子 山に登れなかったのは残念ですが、とても楽しい旅でまた参加したい

です。 

中島 菊江 Ｂコース、それなりに楽しかったです。 

次の機会がありましたらまた参加したいです。 

山内 竹代 山に登れなかったのは残念だったけど、楽しく良かったです。 

梅沢 亜古 紅葉が見られて良かったです。 

実行委員の方、会員の方ありがとうございました。 

古畑 裕美 天気があやしい中、色々工夫して頂きありがとうございました。 



 59 

           川苔山  1364ｍ           

                                                              記：平野 祥子 

■ 日   時     2013.11.12 

■ メンバー    L 新島、大門、兼堀(恵)、平野 

■ コース      南越谷 5：52＝奥多摩 8：01着 (西東京バス鍾乳洞行 8：10 発) 

            川乗橋登山口 8：35---百尋の滝 10：15---川苔山 11：45～12：15 

            ---大根の神の山 14：10---鳩ノ巣駅 15：00着 

  

  平日でのんびり行けると甘く考えていた

私。奥多摩行の電車は思ったより人が多く急

いで電車を降り、急いで駅前のバスに乗り込

むが満員状態。紅葉を愛でる人でいっぱいで

した。 

川乗橋で下車。軽く準備体操をしてゲート

の脇から歩き始める。紅葉は終盤ででしたが

沢の水音を聞きながら赤や黄色の木々を楽

しみながら、細倉橋登山口までの林道を歩く。

細倉橋を渡ってすぐ右手が登山口で百尋の

滝まではいくつもの橋を渡っていく。沢沿いを歩くのはきもちがいい！！水が澄んで川底が

見えるし、見上げると青空に岩壁がそそり立って色づいた木々が目にはいる。見とれている

とあぶないけれども慎重にキョロキョロしながら楽しんでいるうちに、奥多摩を代表する名

瀑！！百尋の滝に到着する。流れ落ちる様は反物がひらひらと流れているようで美しい。 

元の登山道まで戻って尾根道を歩くと分岐に着いた。リーダーの判断でどちらでも川苔山

山頂に着くので、この時期は日が短く暗くならないうちに下山したいとの事、コースの短い

方へ進む。急登を覚悟していたけれど思ったより楽で先に進むことができた。この辺からは

紅葉もすっかり落ち初冬のたたずまい。霜柱もあった。 

 登りきると十字路。帰路への鳩ノ巣駅への道標もある。十字路を右折しほどなく「川乗山山

頂」でした。ゆっくりと昼食を楽しみにしていたけど寒くて早々に済ませ下山。 

 大根の山の神までは展望はほとんどなくて歩きや

すい道、他の登山者が居ないのを良い事に思い切り

みんなでおしゃべりしながら下る。本仁田山への分

岐が大根の山の神で祠もあり一休み。ここから少し

足下に注意し下る。神社で無事を御礼して鳩ノ巣駅

到着しました。天気に恵まれ沢の流れに癒されなが

らの山歩き堪能してきました。また行きたい山にな

りました。ありがとうございました。 
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表丹沢 モミソ沢より堀山を経て塔ノ岳頂上へ 

記：山口  裕史 

◆山  行  日：2013年11月16日 

◆メ ン バー：L松浦、森、山口(裕) 

◆コースタイム: 6時間20分 沢遡行2時間30分 

大倉登山口8:00→8:30竜神の泉→9:05新茅荘→9:10沢下降点→9:15モミソ沢出合（準備）9:30

→4m・6m滝→3×5m→5mチムニー・CS→10:40大滝11:30→12:05堀山（装備解除） 

12:20→12:45花立山荘→13:05塔ノ岳山頂・尊仏山荘13:15→13:45堀山→13:50駒上茶屋→

14:10観音茶屋→14:20大倉登山口 

※堀山から塔ノ岳は小走りペースのため速いコースタイムです。 

 

東丹沢の沢は蛭がいるということでなかなか足を踏み入れませんでしたが、秋になりもう

ヤマビルもお眠りになっただろうということで、松浦リーダーが計画したモミソ沢に参加し

ました。寒くなってきているので水になるべく浸からない、簡単な沢ということで水無川の

モミソ沢。前日から楽しみです。 

 

紅葉が良い時期かと思っていたが、大倉尾根はほとんど紅葉していなくて残念。逆に塔ノ

岳直下は全て葉が落ちていてギャップがある。モミソ沢自体はトップを歩かせてもらったが、

ほとんど涸れていて岩稜登りの印象が強い。最後の大棚の上部は、奥多摩の避難小屋でご一

緒した神奈川の方から上部落ち口はなかなか難しいと聞いていたので、慎重に登り始める。

登り始めはスイスイといけたが、聞いてい

た通りの場所でホールドスタンスがなかな

か見つからずに実力不足もあって悪戦苦闘

したが、残置ハーケンにかけたカラビナに

摑まってなんとか突破できた。1級と言うこ

とでサクサクと登りやすい沢だが、ゴルジ

ュではチムニーあり、CSありと結構面白く、

トップで上部から確保すれば岩トレで使っ

ても実践練習になり、時間的にも適度で面

白いコースである。 

沢登りにしては短いコースで堀山の登

山道に昼に飛び出したので、若干物足りな

い私は松浦リーダーにお願いして塔ノ岳を

ピストンさせてもらうことに。2人は下山す

るとのことでトレランもどきで頑張って登

る。登山道がしっかりしているので登りは

軽快にいけるかと思いきや、この時間下山者が多く息が上がっている上に挨拶ラッシュで大

変。 
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ようやく山頂に到着したが、お目当ての富士山は雲の中。何度もきている山頂だが未だに富

士山を見れないのが残念。頂上ではパンを1つかじってすぐに下山開始。やはり人が多く少し

待ち気味に下ったがなかなか良いペースを守ることができたのは収穫。 

森さんがもらってきてくれた表丹沢ガイド&マップには沢が4本紹介されていた。新茅ノ沢、

源次郎、勘七ノ沢、水無川本谷。いずれも面白そうな沢なので、来年はヤマビル覚悟で表丹

沢も登ろうかと思う。皆さん、どうか一緒に遡行を楽しみましょう。よろしくお願いします。 

 

 

丹沢モミソ沢 

記：森  律子 

◆山  行  日：2013年11月16日 

◆メ ン バー：L松浦、山口(裕)、森 

◆コースタイム:5：30 草加→8：00 大倉登山口→9：20 モミソ沢出合→12：00 堀山（大倉尾根）→

13：50 秦野ビジターセンター 

 

沢のシーズンは終わった・・と思っていましたが、水に濡れない沢があるとのこと、今回

はビレイやセットの練習という目的も兼ねた山行になりました。 

丹沢は何度か訪れていますが、いまだに沢登りでしか来たことがないので、どの山のピー

クを踏んだことが無いなぁ～これって邪道？と話しながら大倉登山口から林道歩きを 1 時間

ほど前回のセドの沢で確認し

ていた沢の入り口まで歩きま

す。 

沢の入り口には岩トレもで

きる大きな岩があり入渓する

と薄暗い沢です、初めは水も

少しあり寒いかな～と思いま

したが、全く寒さは感じませ

ん。  

寒くなったしヒルの心配も

いらないので遡行に集中出来

ます。順調に遡行を続け途中チムニーあり色々と変化にとんだコースを楽しみながら進み、

最後の 12ｍの大棚では、ビレイの練習をしました。つめの所では GPS を確認しつつ目標の尾

根にピッタリと出ることが出来たので前回の反省点はしかりクリアできました。 

ビジターセンターでもらったガイドマップには新茅ノ沢、源次郎沢、水無川本谷、勘七ノ

沢と魅力的な沢のコースマップがあり次の目標はこの沢たちにチャレンジすることと、丹沢

の山のピークを踏む？ことになりました。 
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篭岩～篭岩山～明山（奥久慈）   

（上山ハイキングコース）   

記：兼堀 恵美子 

★日  時   １１月２３日(土) 

★メンバー   Ｌ大竹(一)、大竹（理）、森（律）、兼堀(善)、兼堀（恵） 

★行  程   草加６：００＝那珂インター＝篭岩Ｐ８：１０ 

        篭岩～抱返し滝（9:14）～～一枚岩（11:00～11:45=昼食） 

                ～～明山（13:00）～上山ハイキング口（13:45）～篭岩Ｐ（14:15） 

 低山で紅葉も見えて楽しい山という事で、リーダーの大竹さんが数年前から温めていた篭

岩山を企画してくれました。私も気楽に参加させてもらいましたが、何故森さんが低山ハイ

キングに参加？と疑問に思っていましたが、２１日に解禁されたボジョレーヌーボーを山頂

でゆっくり飲みましょうと参加したそうで納得！ 

 ところが・・・ハイキングのつもりがいきなり沢登り、岩登り、ハシゴあり鎖場ありで「こ

れがハイキング？」とリーダーに聞きたいのを抑えながら必死に登りました。沢道は水はな

かったのですが、誰かの一言で難しいコースを選択してしまいましたので道はわかりにくく

迷う程でやっと落ち着いた時には何故か右コースを行ってしまった為、篭岩山は前方に見え

ましたが行けませんでした。リーダーは三度目の正直で来年またチャレンジするとか・・・ 

 そこから先は上山ハ イキングコースを登ったり下

ったりしながら一枚岩 まで行きました。一枚岩は３

６０度のパノラマで紅 葉も素晴らしく、そこまでの

苦労が吹き飛びました。 ５人で最高の場所を陣取り、

森さん持参のボジョレ ーヌーボーで乾杯！！キノコ

炒めまで調理して頂き 大満足の昼食で美味しかった

ぁ！ その後も急坂を 登ったり下ったりして最後の

山「明山」に辿り着き ました。下山は思ったよりず

っと早く着き、やはり低山だったんだと皆で納得しました。今回の山行で思いもかけずいろ

いろな体験をし、低山・ハイキングコースでも決して侮れないと言う事を思い知らされまし

た。リーダーの大竹さんお世話になりました。森さんボジョレーヌーボーを有難うございま

した。 
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甲州街道てくてく歩き №11 (茅野～下諏訪最終地点）１2㎞ 

記：石井 文子 

日程   平成２５年１１月１６日(土)～１７日(日) 下諏訪温泉志まや旅館泊 

メンバー：石井(美)、黒澤、小林(陽)、千葉、和田、鈴木(廣)、阿部、兼堀(善)、大木、平

野、中島、杉山、畑野、田村、木原、関口、大畑、澁谷、大門、兼堀(恵)、石井(文)、

鏑木（会員外） 計２２名 

コースタイム 

１１月１６日(土)歩程１２㎞ 

南越谷 5：52＝＝立川＝＝府中本町 6：43＝＝立川 7：00～7：36＝＝茅野 9：15～30－大年

社―頼岳寺―火燈公園―頼重院―仏法寺 11：30（昼食）―足長神社―宮坂酒造(真澄)－手

長神社―温泉寺―児玉石神社―橋本家茶屋跡―諏訪大社秋宮―甲州街道終点 15：45―志ま

や旅館 15：50 

１１月１７日(日) 歩程４㎞ 

旅館 8：50－新鶴本店(羊羹)－本陣―諏訪大社春宮―万治の石仏―食祭館―下諏訪駅 11：

00～12：20＝＝立川＝＝西国分寺＝＝南越谷 15：30 

 

１６日(土) 天気晴れ 

４月の茅野から７か月ぶりの甲州街道歩き

です。南越谷駅で、久しぶりに会うメンバーと

会を離れた鏑木さんの元気な顔が揃いました。 

電車が西国分寺へ到着するころに三鷹で人

身事故があり各駅は運転見合わせの放送があ

り急遽府中本町まで行き、南武線乗換で立川に

7：00ごろ到着しました。 

 特急も１５分遅れて 7：36分発車です。茅野

駅で身支度を整えて、甲州街道沿いの見どころ

の説明を受け、9：30 に出発しました。５分と歩かないうちに、大年社に到着、鳥居を７年

に一度架け替えるのだそうで、無垢の木でできていました。 

頼岳寺には長い階段を登っていきますが、途中には小さな池があり、松尾芭蕉の句碑「名

月や 池をめぐりて 夜もすがら」が建っていました。 

火燈公園は、武田勝頼が京都の大文字焼きをまねて作らせたのだそうですが、現在は、御

柱祭りで松明を掲げているのだそうです。 

頼重院は諏訪地方を支配した諏訪氏代々のお墓があり、紅葉が見頃で素晴らしいりっぱな

お寺でした。なかなか見どころが多く、街道歩きとしては、まだ２㎞しか進んでいません。

11：30ごろ仏法寺に到着しました。大きなきな樹齢５００年の銀杏が対になり黄色に色づき

見頃でした。ここで昼食にし先ほど農家の人から買ったもぎたての林檎をたべました。今ま

でで一番甘くてみずみずしく美味しい「ふじ」という品種の林檎でした。 
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日本酒「真澄」という銘柄の醸造元｛宮坂｝で休憩をとるが、あと甲州街道終点まで７㎞

あるので試飲はほどほどにと、お願いする。手長神社、温泉寺と参拝しました。温泉寺は、

裏庭の紅葉が見事でした。昨夜までライトアップをしていたのか、お坊さんたちが片付けを

いていました。奥には和泉式部のお墓が、こじんまりと建っていました。上諏訪地区は各家

庭に温泉が引いてあるそうで、余ったお湯が側溝に流れていました。緩い登り下りを繰り返

し、左手に諏訪湖が見えてきました。風がなく穏やかです。午後３時半、諏訪大社秋宮に到

着、立派な神社で御柱が４本四隅に立っていました。２０メートル歩て中仙道と繋がってい

るところが甲州街道終点でした。あしかけ３年で

到達しました。完歩記念の写真をとりました。 

本陣は明日見学することにして、「志まや旅館」

へ、温泉のある旅館ですが迷路のように部屋があ

り石油ストーブが各部屋に設置してあり部屋が

暖かくなっていました。宿泊者は私達だけだった

ので、女子お風呂が小さいので、男子全員が入っ

た後男子風呂にもどうぞと言われ入りました。湯

治場のようなお風呂でしたが、温まりました。 

 

１７日(日)天気晴れ 

本陣は 9：30 開館を、昨日交渉して 9：00 に開けていただき、２７代目当主夫人の話をき

きました。岩波と言う名字でした。岩波書店の岩波氏は茅野にある岩波家の分家にあたるそ

うです。昔は、敷地が広大にあったが、ホテルを建てたいという身内の財産争いで、敷地が

随分減ってしまったと愚痴を聞かされました。 

昨日は諏訪大社秋宮に参拝し、今日は、約２キロ離れたところにある春宮に参拝しました。

ご祭神が２月から７月までは春宮に、８月１日から１月３１日は秋宮に祀るとかいてありま

した。春宮にもりっぱな御柱が四隅に建っていました。 

近くに万治の石仏があり、石仏の周りを３回まわると願いが叶うそうなので「ぴんぴんころ

り」をお願いしました。 

お弁当は駅で買えると思ってい

たら、駅の売店は定休日、駅前には

何もなくセブンイレブンで買った

り鰻屋さんで調達していただきま

した。平成２２年２月１４日から３

年９か月甲州街道２１０．８ｋｍ完

歩しました。 

次回中仙道５３３ｋｍは、平成２

６年２月２３日(日)日本橋から歩

ききます。約７年かかる予定です。 

        甲州街道終点 バンザイ 
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40 周年記念 多摩川水源界 Ｎo.3       黒 山～棒ノ嶺 
 

記：小野寺 博 

■山行日：平成２５年１１月２４日（日） 

■メンバー：L小野寺(英)、山本、千葉、小林いつ子、森(花)、小野寺(博)、登内(お試し) 

■コース：南越谷駅 5：24 集合・南越谷発 5：31→西国分寺→立川→川井着 7：34→川井駅 

(バス)7：41→八桑着 7：50→八桑登山口 7：53→岩茸石山 9：18→黒山 11：38→権

次入峠 12：13→棒の嶺 12：27→昼食→権次入峠 13：00→岩茸石分岐 13：27→白谷

橋 14：33→さわらびの湯 15：06→さわらびの湯バス停（バス）16：25→飯能駅 17:10 

 

英子さん率いる、多摩川水源界 No.3 隊員 7 名は、快晴の青梅線川井駅に降り立ちました。 

駅から道路に下りバス停を探しますが、少し離れた所に移動されています。グッドタイミ

ングでバスが到着、古い地図では北川橋で下車ですが、北川橋は一つ手目のバス停になって

おり、次の八桑が登山口近傍のバス停で

す。登山道はバス停の向かいから、コン

クリートの急坂を集落の中へ登って行き

ます。道が切れた所から山中に入り薄暗

い林の中を登ります。やがて、黒山・棒

の折れ山の分岐に到着、岩茸石山の頂上

を踏んで分岐に戻りました。 

今回は、なんと平成 3年生まれの登内

（とのうち）良太君 23歳がお試し山行に

参加しています。が、あたかも英子さん

率いる老人クラブに孫が一人加わってい

る様で、出来ればお試し山行は山口・沼田さん達の若者の山行に参加だと良かったですね。 

黒山の藪に囲まれた眺めのないピークを越え権次入峠に出ました、後は直線に近い尾根道

を登れば山頂です。登内君がいち早く頂

上に到着、本隊は亀の歩みで地道に頂上

を目指します。棒ノ折山頂(969m)は、ベ

ンチや四阿が有る広々とした山頂で、北

面と東面が開けており、双子のような大

持山と武甲山をはじめとする、奥武蔵の

山々や日光連山を望めます。東面に新宿

の高層ビル群が、なんだか大都会の墓標

のように見えました。昼食を済ませて、

山頂から尾根道を下り権次入峠に戻り

ました。岩茸石への下りは、急な丸太の

階段が続く階段地獄で、段差の大きさと

土砂の流出で丸太階段は結構脚部に堪
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えました。 

下山の白谷沢コースは、沢を何回も渡り返しながら下って行く沢歩き体験が出来ました。

水際を歩く沢道には岩がゴロゴロとした場所があり、谷は深くなったり、狭くなったりと変

化に富んでおり探検気分も味わえます。流れの両岸にある狭く垂直に近い岩壁が迫った地形

のコジュル帯に入り、沢道の左右には「天狗の滝」を始め、小振りの滝があります。両側に

奇岩が迫る渓谷の中は浮石が多く、水たまりを上手に跨いで楽しみながら下っていきます。

濡れた岩場で滑ったり、補助的な鎖場があったりでスリル満点な沢歩きでした。 

いつ子さんが、美味しい湧水が有ると話していましたが、有間ダムに出た所の白谷の泉は

残念ながら完全に枯れていて、湧き水を受けていた石も乾いていました。 

ロックフィルダムの有間ダムを渡りさわらびの湯へＧＯ！ 

さわらびの湯は公共の日帰り温泉施設なのに 800円は高い、500 円が妥当と思います。 

飲食物の持込可なので、お昼をここで過ごすとか酒盛りでもすれば 800 円でもＧood！かな。

お湯は無色透明でサラサラした感じの肌ざわりで、温度は適温でアルカリ性単純泉です。 

温泉の周辺は、紅葉と十月桜がちょうど見頃で、小ぶりの花ですが満開で紅葉の赤と桜の白

が好対照です。我がグループの好対照「紅葉と桜・孫と老人」の写真を撮って今回の山行は

無事終了しました。

紅葉と桜・孫と老人 
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  山行紀行 ～ 2013 秋 ～                  

記：浅井祐子 

 

8/31 甘利山～千頭星山(南ア.前衛) L.浅井ゆ、 

草加 4:30 = 中央道/韮崎 IC = 登山口 7:20 出 – 甘利山 7:40- 千頭星山 9:15-40 – 登山口 11:40 = 帰路 

 1600ｍ近くまで車で上がれるので、ツツジの時期は混雑するが、夏の花さえも終わりのこ

の季節はいたって静かだ。過去何度か生憎の天気だったので今日こそは美しい唐松林と千頭

星までの心地よい草原を満喫したい。案の定甘利山を過ぎると人の姿は無く、唐松の尾根を

独り占めである。なんと贅沢なひとときであろうか。千頭星山頂は樹林帯の中で展望はきか

ないが、涼風に吹かれしばし昼寝を楽しんだあと往路を戻る。 

 

9/14 角間山(湯の丸山の隣)  L.浅井ゆ、 

草加 5:00 = 鹿沢登山口 8:05 – 猿飛佐助岩 8:25 - 角間峠 9:00 – 角間山 9:49-55 – 登山口Ｐ11:00 = 帰路 

 以前、烏帽子から湯の丸へ出かけた際、角間まで足を伸ばすつもりが時間切れで断念した

ことがあり、ぽつんと角間だけが残ってしまっていた。急に思い立ったので今日もお一人様

山行だが、天気は怪しげ…。ちょっと後悔の念がよぎるが雨なら温泉があるさ…の乗りで出

かける。登山口に着くとやはり雨粒が落ちてきた。ひと登りで猿飛佐助が修行をしたと言わ

れる大きな岩が鎮座する平原に出る。(架空の人物だと思っていたが、真田幸村に仕えたとも

聞くので実在の人らしい…。) 雨はマジ降りだが半ば意地になって登る。晴れれば湯の丸、

烏帽子、根子岳、四阿山とすんばらしい眺めのはず…。 笹原の往路を戻り、「雪山賛歌」発

祥の地、鹿沢温泉の熱い湯で温まり帰路につく。時間も早いし軽井沢 outletへ寄り道してい

こ～! 

 

9/28 大平山 (栃木) L.浅井ゆ 

 バスハイクに参加申し込みの女性(1 度例会見学に参加)と何となく気が合い、バスハイク

前に足慣らしをしたいが 1 人では不安だと言うので、お付き合いすることなった。近場の大

平山をリクエストされ小学校の遠足以来の大平山である。低山ながらも自然林の中を歩くの

はいつもながら気持ちが良いものだわ。ちょっとお散歩…というところか。 

で、結局この方、足に自信が無いということで、バスハイクも山の会もご縁が無かったよう

です…。(残念!!) 

 

10/27 庚申山(足尾) L.兼堀、大竹、森(律)、浅井ゆ、 

 ご縁の無かった庚申山にひょんなことから参加出来るとは嬉しい週末。2 週続きの大きな

台風襲来で今週も山は無理かと半ば諦めていたところである。銀山平からの入山は少々長め

の林道歩きが難点だが、紅葉が映える急峻な岩場の「お山巡り」コ-スに早速取りつく。鎖な

どでしっかり整備されているから怖さも無く、実に面白いコースである。 

 庚申山荘からの分岐を過ぎ、急登をやっつければあとは平なほっとする道が山頂へと続く。

頂から少し奥へ進めば好展望。目の前には皇海山が「こっちへおいで～」と手招きしている。

山上はもう冬の足音。雪がうっすらと積もっていた。さて、お次は雪山ですか…? 
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  9～ 11 月の山行から  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

★ 編  集  後  記 ★  

草加山の会に入会して 1年がたちました。シャイで寡黙な私としては、早く皆さんと

馴染めるように何か仕事を頂く事で会に参加できないかと考えました。私にぴったり

な仕事が有りました、テントサイトの編集です。これは私の仕事そのものであり、得

意分野です。しかしながら、Wordは皆さん苦労されていると思いますが結構難しいで

す。ビル・ゲイツがおせっかい機能をてんこ盛りに付けてくれたおかげで、作業中に

予期せぬ結果が、綺麗にレイアウト出来たページが Enterキーを押した瞬間ばらけてし

まうなど泣かされた方が多い事でしょう。頂いたデータを見ると苦労された痕跡が見

られます。  

Wordで文章を書くことは、手書きと違い良い面がたくさんあります。山行から帰っ

たら先ずパソコンを開いて、その日の内に記憶に残った事や感動した事を、思いつく

ままに素直な文章で残しておきましょう。後日原稿を書こうと思った時に、当日残し

た文章に追加や修正を加える事で完成させることができます。一度実践して見て下さ

い、山行記録が楽に書けますよ。                  小野寺  博  
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