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｛コール｝ 

 記：黒澤 登美江 

 

今年は草加山の会 40 周年おめでとうございます。 

私も入会して 30 年になります、色々なことがありましたが、丁度 2 年前ガンを患い、

もう山は諦めてしまいました。 

それでも半年位立った時、山の仲間がまず低い山からと筑波山、高尾山など５回もリハ

ビリ山行に連れ出してくれて、山へ復活することが出来、仲間の優しさが、とってもうれ

しかった。 

そして７月、永いこと高山の 後は、南アルプスの仙丈ケ岳と心に決めていた山へ石井

文子さんと登ることが出来、頂上に立った時は感極まって涙が止まりませんでした。 

歳も歳ですし、諦めも肝心などと思っていたけど何事も諦めないで挑戦してみることも

大事だと思うし、大病しても好きなことは、楽しめると思うけど山の仲間があってこそ！

です。 

皆さんも諦めない精神と大切な山の仲間とこれからも楽しく登りましょう。 
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平成２６(2014)年６月～８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 

個 6/1 袈裟丸山 山本 和田、大木、石井（文）、阿部、大畑、渋谷、

兼堀（善）、兼堀（恵）、森（花） 

リ 6/1 日和田山 岩ﾄﾚ 浅井（昭） 森（律）、新島、平野、鎌形、大門、小林（真）

個 6/3 甲斐駒ヶ岳 山口（裕）  

個 6/4～9 九州北部山行 山﨑 下川、小宮、大門、小野寺（英） 

個 6/14～15 帝釈山・会津蒲

生岳 

園木 山口（敏）、兼堀（善）、森（律）、畑野 

個 6/16～17 巻機山 山本 小宮、阿部、小野寺（英） 

個 6/21～22 岩手山 園木 新島、森（律）、加藤、大門 

会 6/24～25 尾瀬ﾊﾞｽﾊｲｸ下

見（鳩待ｺｰｽ） 

浅井（昭） 山口（祐）、兼堀（善）、森（律）、杉山、 

山口（敏）、山﨑 

会 6/28～29 尾瀬ﾊﾞｽﾊｲｸ下

見（御池ｺｰｽ） 

大木 畑野、石井（文）、和田、芳野、下川 

個 7/3 筑波山 小野寺（英） 石井（文）、黒澤、山本、小林（い） 

個 7/5 筑波山 石井（美） 森（律）、兼堀（善）、阿部、染谷 

個 7/6 扇山 井口 澁谷、平野 

個 7/11～14 トムラウシ岳 石井（美） 染谷、兼堀、小野寺（英）、井口、山本 

会 7/12～13 飛龍山・笠取山 浅井（昭） 鎌形、山口（裕）、森（律）、森（花） 

個 7/14～19 トムラウシ・十

勝 岳 ～ 美 瑛

岳・富良野岳 

山﨑 山口（敏）、下川 

個 7/13 大菩薩峠 浅井（祐）  

個 7/17～19 仙丈ケ岳 石井（文） 黒澤 

会 7/19～20 硫黄岳～赤岳 新島 千葉、尾崎、平野、大門、鎌形、木原 

会 7/19～21 五竜・鹿島槍 山口（裕） 三浦、森（律） 

会 7/24～27 裏銀座 浅井（昭） 兼堀（善）、杉山、森（花） 

個 7/25 角間山・湯の丸 小林（い） 小野寺（英）、阿部、山本 

個 7/27～28 会津駒ケ岳 園木 新島、大門、加藤、関口、平野、畑野 

会 8/2～4 大天井岳 鎌形 大門 

個 8/2～5 聖岳 石井（美） 石井（文）、木原、山﨑 

会 8/3～6 北岳～間ノ岳

～農鳥岳～広

河内岳 

小野寺（英） 小林（い）、新島 

個 8/12～15 荒川三山 森（律） 大門、新島 
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個 8/17～18 富士山 松井 芳野、他…谷古宇 勘司の富士登山ﾒﾝﾊﾞｰ 

個 8/18～20 白馬岳 森(律)  

個 8/19 平標山～仙ノ

倉山 

山﨑 平野、新庄 

会 8/23～24 富士山 石井（美） 浅井（昭）、兼堀（善）、千葉、八並、石井

（文）、染谷、澁谷、杉山、森（律）、井口、

橘 

会 8/23～25 白馬三山 加藤 園木、大門、新島、尾崎 

個 8/23～26 縫道石山･階上
岳 

山﨑 山口(敏) 

個 8/30～31 平ヶ岳 山﨑 兼堀(善)、小野寺(博) 

個 8/31 白毛門沢 鈴木(勝) 山口(裕)、森(律) 

個 8/31 小仏峠～大洞
山～草戸山 

畑野 兼堀（恵）、平野 
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心に残る山行（はじめての遭難体験：同角沢） 

記：沼田真澄 

私の心に残る山行と言えば、 初で 後にしたい遭難体験です。その時の体験を綴って、ネッ

トに載せたものを 初に記し、そしてその後に感想などを付け加えます。 

 

リーダーが一人で遡行したことがある同角沢へ連れてって頂くことになった。装備は、ハンマ

ー・ハーケン、マスターカムなどの登攀用具を持って行った。ロープは、8mm20m、40m の

二本。 

出合までの林道は長いトンネルがあるため、ヘッデンを付けて出発。そのトンネルは、2011

年に新しくなったらしい。実際通ってみて、明かりがないとキツイと思った。鶴嘴でバチコン

やって作られたような古いトンネルを二つ越して少し歩くと、電信柱に同角沢出合と書かれて

いるのが目に入り、そこのすぐ脇を下る。左手に、同角沢の F1 が見えた。沢装備を装着して、

エメラルドグリーンの水に入り、いざ F1 へ。 

トップをとうぞということで、右壁を登る。大丈夫そうなので、みんなもフリーで越える。す

ぐさま傾斜の緩い滝が。これは、流芯をそのままいける。 

三重ノ滝 20m は、 初リーダーが巻き道をと思って右側の落ち葉ゾーンを登って行ったが、

見る限り、鎖伝えに行けば大丈夫そうな気がしたので、提案し、トップで登る。一段上がって

からの右上するところがヌメっていていやらしい。古びた紐が垂れていて、それに少しは頼ら

ないと厳しかった。その上部の立木でフィックスを張り、みんなに登ってきてもらう。そこか

らのトラバース、下降は確保なしで問題はなかった。 

不動ノ滝 20m は、 初リーダーとメンバーが右側の二つの巻き道を登ろうとしたが、あまり

よくなさそうなので、ハーケンもスリングも残置であったので、見た感じ滝を登れなくはない

と思い、提案。トップ行くかと聞かれたが、ここは少し不安だったので、お断りする。リーダ

ーにトップを行って頂く。残置 2 箇所に支点をとる。滝を右へ横切るところで、完全に水を浴

びる。滝からでてブッシュに入る前にハーケンを 1 個所打ち込む。そこからが悪い。ぐずぐず

で落石パラダイス。リーダーは、悩みながらも突破。ロープが 40m しかないので、フィック

スして頂く。みんなが登り、ラストに行く。水流へ飛び込むところは、初めの一歩が怖いが、

入ってみるとホールド・スタンスちゃんとしたものがあった。しかし、ずぶ濡れで冷たい。そ

こから脱出し、ハーケンを回収。そこらへんで試しに、マスターカムをと入れてみるが、引っ

張ると岩がかけて外れた。そして、グズグズゾーンへ。確かに、崩れる。確実なホールド・ス

タンスは何もない。だましだまし、なんとか登りきる。登れなかったということはないだろう

が、トップで行かなくて良かったと思った。 

ここから、同角沢アスレチック始まり。倒木も多く、色んな動きができて楽しめた。 

流木がかかった 3m 滝(これが行水ノ滝？)は、トップで行き、びしょ濡れとなるが、長いリー

チのおかげで水流の中の石をつかみ体をズリ引き上げる。上で大石に支点をとり、みんなに登

ってもらう。 

凹型の奥にある滝は、4m くらいで高さはないが、とても登れるような気がせず、左のルンゼ

を楽に巻いた。 

無名ノ滝 25m は、残置が見えたが、見た感じ登れる気がせず、左の土ルンゼを高巻く。みん
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なフリーで行けた。 

遺言棚 45m、水量がかなり少なかったが、迫力は満点。当然、右側の巻き道を行くものだと思

ったら、リーダーがフリーで登りはじめた。クライムダウンして、若いときに単独で登ったこ

とがあるから、いくぞということになった。一段目は、なんなく登ることができる。左上する

トラバースが滑りそうで怖かったが、傾斜がないためか問題はなかった。ハーケンが打ってあ

るあたりで、またマスターカムを入れてみたが、やはり引っ張ると、岩がかけて外れた。さて、

いざ二段目。リーダーがとったルートは、左奥の砂壁からブッシュへ右上するもの。砂壁は、

崩れるは崩れるは・・・ものすごいグズグズ。しかし、リーダーは、なんとか突破。そこから

右上に行くのも土がグズグズ。木に支点を一箇所とり、そして姿が見えなくなり、ビレー解除

の声が。みんなが登る度に、ラク、ラーク！下には、ラクで堆積ゾーンができあがった。ラス

ト、テンションをかけずに意地でも登るぞと意気込み挑む。触れたものがザラザラ落ちていく。

こんなところ登れませんよと思うが、傾斜が少し緩い分、なんとか粘っこく上がっていける。

砂壁を突破すると、トラロープ発見。こんなところにフィックスがあるのかと思って安心。で

も、頼らずに、土壁を突破。リーダーに感謝し、遺言棚を上から見下ろす。いつの日か、左フ

ェイスを登るぞと。それから、もう二度と出すことがないと思ったロープをザックに仕舞い。

リーダーとみんなが待っている尾根へ上がる。 

時計を見ると 16：30。なんとか日没までには間に合いそうだ。その尾根を西へ行く。しばら

くして、踏み跡が三箇所くらいある平らなところへでた。リーダーが、こんなところあったけ

っかなとつぶやいていたが、とりあえず方向を西にとり、その踏み跡がある方向へ歩いて行っ

た。しかし、行けどもアップダウンアップダウンで標高が下がらない。みんなでおかしいなと

言い合ったが、簡易 GPS で確認したところ小川谷へとは近づいているので、そのまま突き進

むことにした。途中、テープやトラロープがあり、この道を行けば小川谷へすんなり行けるの

ではないかと思いが強まった。しかし、完全に道が消えた。この時点で 18：00。もう引き返

すことなどできず。方向を西にとり、斜面を下っていく。そこから急になっていき、木に支点

をとって、懸垂下降の連続。何度目か覚えてないが、リーダーが 20m ロープをダブルで試し

に手で握りながら降りてみたところ、急にシュルルルルというロープが引かれる地獄的な音が。

それとともに、ガラガラガーン。リーダーが滑落した。なぜという疑問とリーダが死んだとい

う考えが同時に浮かぶ。恐る恐る、安否を確認すると、返事がちゃんと返ってきた。みんなで

胸を撫で下ろす。しかし、怪我をしているのかもしれない。サブリーダーが次に 40m をダブ

ルにして降りる。そこから声がけして、状況を確認。リーダーのあたりから、サブリーダーの

位置が確認でき、そこまで上がっていけそうだということ。残り三人は、上で待機。サブリー

ダーが、リーダーの到着を下で待つ。しばらくして、リーダが上がってきた。本当に奇跡的に

無事だった。ここはもう降れないから、左上して違う尾根に入り下るということになった。こ

こで二隊に分かれ、上で合流することにした。残された三人、トップを行き、支点を 3 箇所と

ったあたりで良い場所をみつけたので、そこでロープをフィックスし、二人に登ってもらう。

登り切ったあたりで、もう暗いから行動中止、ビバークとなった。 

下の二人は快適な平地を見つけたらしいが、三人は斜面。他の二人は、気のところへなんとか

横になれるスペースがあったが、私は木に座るという感じに。それぞれ、木にセルフビレーを

とり、寝る支度。私は、雨具すら持っていなかった。ツエルトとエマージェンシーシートを持
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っている仲間がいたので、後者を頂くことに。それから、ビニール袋を被ると良いと教えても

らったので、穴をあけて被った。しかし、寒い。まだ着ているものも乾いてない。特に、靴、

靴下は濡れ濡れ。食糧、ソイジョイ 1 本、どら焼き 1 つ。飲み物、350m 紅茶、500m ポカリ

スウェット 1 本と少し。貴重なポカリを少し飲んで、目を閉じる。木の上に置いたケツが痛い。

ロープをひくことにする。少しは軽減された。ヘッデンの明かりには、色々な虫が土の上で動

いているのが写る。木の葉の間から青黒い空が目に入る。しかし、星は一切見られなかった。

雨が降らないことを祈って、目を閉じる。花火の音が聞こえる。そんな音さえ、もの凄く懐か

しく思えた。色々と考えず、寝ることに集中しようとするが、眠れない。寒い。どうせ時間は

たっぷりあるのだからと思い、面倒臭かったが、予備の乾いた沢靴に履き替えることにする。

靴を脱ぎ、靴下を脱ぎ、濡れた足をずりずりと乾いた沢靴へねじ込む。暖かくなるわけではな

いが、少しは寒さが和らぐだろう。しかし、寒い。そういえば、手袋があった。ヘッデンを付

けると、何やら虫が寄ってくるは、地べたには虫が這いずりまわっているのが目に入ったが、

そんなのはどうでもよかった。さて、取り出してみると、悲しいことに濡れていた。上の仲間

は、鼾をかいて寝ている。羨ましすぎる。私もなんとか目を閉じ、寝ようと努力する。意識が

少し飛んだと思ったら、起き、また飛んで、また起きの繰り返し。途中、獣の声やシカの鳴き

声が家族の声や救助隊の声に聞こえた。あまり時計を見たくはなかったが、それでも見てしま

うと、まだ何時かまだ何時かの繰り返し。一向に夜が明けないと感じる、自分にとっては寒す

ぎる、長い夜だった。やっとのこと 4：00 になり、行きますかと下のリーダーたちに尋ねると、

5：00 まで待とうとのこと。また少し長い 1 時間を過ごした。5：00 になると、完全に目が効

くようになった。下の二人はもう登り始めており、合流地点を指示してくれた。そこまで行く

ことに。ソイジョイを無意識的に食べ、行動開始。合流して、元気なリーダーを見て安心する。

状況を詳しく聞くところによると、落ち葉で滑って片手を離してしまい、ロープが抜けて滑落

したとのこと。落ち葉斜面をズーと滑った後、崖っぽくなっている手前の平地で運よく止まっ

た。そして、そのときの衝撃でメットとヘッデンを落としたが、ロープは大丈夫だったとのこ

と。なんとも奇跡的だった。さて、左の尾根をみると下り易いことがわかった。リーダーを先

頭に懸垂下降を交えながら、下っていく。右手に沢筋が見えたので、リーダーが偵察で降りて

いく。しかし、そこの下は滝になっており危険だということで断念。右の尾根に登り返すのは

大変だから、左の尾根にトラバースしてその尾根に立ってみると、どうやら傾斜が緩く良い感

じ。ここでエネルギー不足を感じ、仲間から貴重な飴を分けて頂いた。本当にありがたかった。

そして、その尾根を懸垂下降を交えながら、下っていく。そしてついに行き止まる。右と左に

沢筋が見えた。GPS で確認すると、小川谷はもうすぐ水平距離で 100m くらいとでている。

もし、両方とも凄い滝とかでてきて降りられなくなったら、登り返してまた道を探さなければ

ならない。運命の分かれ道。リーダーは、左の沢筋を選び、40m ロープをダブルで降りていく。

どうやら少し足りないみたいだが、クライムダウンできるとのこと。三番目に降り、見てみる

とかなり良い感じ。先を偵察していたリーダーを追いかけていく。リーダーと一緒に右カーブ

を越して少し下りブッシュを抜けると・・・！！！出ました。ついに、小川谷へ！一目散に元

来た道を駆け上がり、カーブを越えてみんなが見えるところで○サイン。ふと上を見ると、木

の枝にピンクテープが。なんと、ここを降りたグループがいたのだった。まっ、そんなことは

もうどうでもよく、みんなを引き連れて、小川谷へ降り立つ。本当に小川谷かという疑問が一
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瞬よぎったが、GPS がちゃんと指し示している。なんかどらやきまでは食べる気がしなかった

ので、再度貴重な飴を分けてもらい、ポカリを口に含んで、いざ、ラストスパート。2 週間前

に行ったのに確信はなかったが、少し遡行すると、ヘツッた感触があるところがあり、安心し

た。すぐにデッチ沢の二俣につき、そして 5m 滝のハイライト。流芯右を登れたが、疲弊した

体で無理してもしょうがないので、左巻きで通過。しばらく歩いて、大きな堰堤の上で、リー

ダーと熱い握手。靴を履き替え、やっと帰路につく。途中、心配している家族のこと、それか

ら遭難対策のことを話したが、おそらく 12：00 までに連絡できれば大丈夫だろうとの予想で、

なんとか時間に間に合いそうな目途が立ち、安心。11：00 に駐車場に着くことができた。携

帯がビジターセンターあたりまで通じなかった。みんなそれぞれ家族に連絡し、無事を伝え、

心配をかけたことを謝り、また遭難対策連絡委員をはじめメンバーにご迷惑をかけたことを謝

罪した。 

以上が体験記です。 

 

後に・・・ 

今回の遭難の要因は、東沢乗越の尾根を間違えたことにあり、またおかしいと気づいたときに

日没時間を考えて引き返そうとは思わなかったことである。しかし、3 種類のルート図やブロ

グの記述から、間違えそうにはないような感じがしていたが、どこへ行ってしまったのだろう

か、不思議だ。これは、後日、再び他の人と同角沢を遡行し、確認。遺言棚（このときは流水

の左側）を登って尾根に出て右へ行くと、道標があった。ちょうどそこのところが、東沢乗越。

そこからは当然、簡単に小川谷の終了点にたどり着けた。 

日帰りの沢登りだからと、ビバーク時に必要な雨具も着替えも何もかも持っていなかったこと

は反省すべき点だ。もし、ビバーク時に雨が降ってきたら、私は寒さに弱いのでかなり危険な

状態になっていただろう。これからは、通常個人装備として持っていこうと思う。また、ビバ

ークの仕方も平地を探してたき火をするべきだったなど何点か反省点がある。その後は、ツエ

ルトや防寒着など、サムスプリントなどの救急用品も持ち歩いている。 

ビバーク時、私もそうだったが、あまり取り乱さなかったことは幸いだった。みんな不思議と

その状況を受け入れられていたのは、凄いことだと思った。やはり怖いのはパニックになるこ

と。某山岳会では、悲惨な人間関係の決裂を招いている。 

基本的にわからない状況で下降するのは、危険なことだったとは思うが、リーダーが小川谷に

必ず着くという信念のもと全てのトップを引き受け、そして結果メンバーみんなを無事生還へ

と導いたことは素晴らしいことだ。数々の困難を潜り抜けてきたリーダーの後姿を間近に体感

できて、勉強になった。 

遭難することは、もちろん良いことではないが、こうして無事に帰還できたのは良い体験だっ

た。周りの方々にご心配をおかけしたのは申し訳のないことではあったが。 

かりにもし、また遭難することがあったとしても、致命的な事故にはならないように、日頃か

ら遭難対策を技術・知識を付けて、それに備えられるような努力を日々していき、楽しい沢登

り、クライミングをこれからも続けていきたいと思う。 

 

以上、私の心に残る山行を終わりにいたします。 
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雪と新緑の南アルプス（安部奥の山々）へ 
記：加藤 紀久代 

      

・期日    4 月 26・27 日 

 

・行程    ４/26 南越谷 ＝ 立川 ＝ 甲府 ＝ 下部温泉 ＝ 七面山北参道登

山口 （12：10）－ 参拾丁目 明浄坊（15：00～15：15）－身延山七

面山奥の院（16：00）宿坊泊 

       ４/27 身延山七面山奥の院（5：50）－七面山敬慎院（6：05～6：20）－ 

七面山（7：10～7：20） － 八紘嶺（10：50～11：05）－ 梅が島温

泉（12：40） ＝ 静岡 ＝東京 ＝ 草加    

            

・メンバー  リーダー園木・大門・新島・加藤 

 

 残雪期の山が 高に好きだ。冬の名残の雪と新緑と、桜。圧倒的な山の生命観が感じら

れる。 

楽しみにしていたゴールデンウィークがやっときた。

今年は、南アルプスに属する七面山と八紘嶺までの縦走。

二日目の行程がやや長く、不安もあるが期待は大きく、

中央線、そして始めての身延線から見える山々は、新緑

が見事に美しい。七面山登山口でバスを降りると日蓮宗

の聖山「七面山」に向けて神通坊から北参道の登りが始

まった。ここは、日蓮宗の信者が多く訪れる信仰の山で

あり、道はよく整備されており、一丁目ごとの道標の表示が登りの目安になる。目指す奥

の院は四十丁目である。なかなか厳しい登りが続き、十九丁目のまで来たときは、靴擦れ

で踵が悲鳴を上げていた。その後は勾配が増すと共に、踵はますます痛みだしてついに皮

がむけ、大門さんにバンドエイドをいただき手当てしたもののその後はずっとこの踵の痛

みとの戦いだった。三十六丁目にくると道はゆるやかになるが、高木の陰は雪が残り、寒

さ、薄暗さを感じる。しかし、あっという間に奥の院の屋根が見え、荘厳な雰囲気の「奥

の院」に到着した。今日は初めての宿坊泊である。登山靴をぬぎほっとするが、踵の傷を

考えると、長い明日の行程がとても不安だった。宿坊の部屋は広い個室でこたつ、ストー

ブがあり、お風呂も入れ、食事は部屋食だった。夜は、信者の皆さんと一緒に夜のお勤め

にも参加し、若いお坊さんのありがたいお話も聞かせていただいた。園木リーダーは、日

蓮宗の門徒ということで熱心に 後まで参加していた。初めての宿坊は、広々した個室で、

熟睡できた。 
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 朝、信者の皆さんは日の出と共に熱心にお念仏を唱える。皆さんの信仰心の深さに心を

打たれる。朝も部屋でおいしいご飯をいただいた後、七面山、八紘嶺の縦走に向けて出発。

敬慎院までの道は、雪は多く残るが、なだらかで気持ちがいい。敬慎院を過ぎると雪道が

ほとんどで、登りも険しい。１時間２０分ほどで七面山山頂に到着した。バンドエイドを

重ね貼りしても靴擦れがひどくなる一方である。山頂を過ぎれば登りはそうないと聞いて

いたが、実際は違い、かなりの登り下

りの繰り返しが続く。そして、やっと

八紘嶺の山頂に着く。その後はだいた

い下りなので、踵の痛みもやや軽減し、

ひたすら梅が島温泉を目指す。いつの

間にか雪はなくなり、芽吹きのやさし

い緑、若葉の黄緑など、緑のごちそう

の中を下り、梅が島温泉に到着した。 

 入浴後、バスで静岡駅に出て、「しず

おかおでん」で乾杯した。園木リーダ

ーはおでんやさんまでリサーチ済みで、

今回も 後まで大満足の山行だった。ただし、靴擦れは、その後の山行をキャンセルしな

ければならないほど重症で、自分自身は反省点が強く残った山行だった。園木リーダー・

大門さん・新島さん、すてきな山行、ありがとうございました。 
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★日  程  平成２６年５月３日～５日 

★メンバ－  Ｌ園木、八並、新島           

記：園木 毅 

 
３日 翁山下の駐車場（12：10）～養老の泉（13：25）～翁山下の駐車場（14：40） 

４日 神室山土内登山口（7：15）～台山尾根取付前の沢（10：05）～登山口（12：10） 

５日 月山駐車場（8：25）～リフト上（10：30）～月山駐車場（12：10） 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東北自動車道の渋滞で 10 時 30 分に神室登山に 

付く事が不可能となり翁山に変更。翁山も雪が深

く正規の登山口までも入れませんでした。 

まだまだ遥かなり翁山。帰りは山菜取りに早代わ

りです。 

 

 

 

4 日は神室山を目指しましたが台山尾根へ取り

付手前の沢がスノ－ブリッジの中央に穴が、下は

濁流渡れる所を探しましたが無し。10 年前はこ

の付近には全く雪は有りませんでしたが、今年は

雪が多い。まさか同行の女性を危険に晒す訳には

行きません。撤退です。 

遥かなり神室山、とてもいい山です。 

 

 

5 月 5 日は予定どおり月山を楽しみました。 

天気に恵まれ遥かに神室山、鳥海山、飯豊連峰、

朝日連峰などなど登りたい山が目白押し。 

この時期リフト下りは乗れません。 
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記：山本 理郎 

日 程  2014 年 5 月 27 日（月）～1 泊   マイカー利用 

 

コース  1 日目 松原団地西口 5：30……関越道……月夜野 IC……登山口駐車 

  場 8：45……松手山 11：00……平標山頂 12：45……登山口 15：50 

  2 日目 ホテル 8：30……岩原スキー場……三国トンネル入り口 10： 

  20……三国峠 11：05……三国山 12：00……登山口……松原団地 

 

メンバー L=千葉、染谷、小宮、阿部、和田、黒澤、鈴木（里）、関口、大門、 

  大畑、山本（計 11 名） 

  

 恒例の千葉さんがリーダーのてんぷら山行は美味しい山菜のてんぷらが食べられること

で、毎年このシーズンの人気の山行であったが、今年はバンガローからリゾートホテルに

変更になった。毎年賄いをする女性陣には大変な負担であろう事は想像に難くないが、夕

食にホテルで出てきたてんぷらはちょっと淋しい気分だった。～～～と言うわけではない

が、今年は山菜採りも組み込んだ，ちゃんとした山行となった。 

 

■5 月 27 日（火） 平標山 1984ｍ 

国道 17 号線を下り苗場スキー場の少し先に登山口駐車場（一日￥500）がある。夜来の雨

も急速に回復し、青空も覗き始めた。登山組は平標山頂まで、ハイキング組 3 人は松手山

までという予定変更で出発する。登山道は

松手山までほぼ尾根筋で標高差 600ｍを一

気に登る。二時間強の行程である。松手山

を過ぎると、樹林帯も終わり急に視界が開

け、まもなく平標山頂も見えてくる。とこ

ろどころに残雪も残っており、日差しは強

かったが、風もあり、快適な山行となった。

山頂からは仙の倉、万太郎、谷川岳に続く縦

走路が見渡せ、西に眼を向ければ、姿が軍艦

のような苗場山の残雪が初夏の光に輝いてい

た。山行計画では平標小屋を経由する、時計

まわりの周遊であったが、途中下山組が出た

平標山・三国山（てんぷら山行） 
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為、ピストンコースに変更し、登山口に戻ることにした。宿はリゾートマンション風のフ

ァミリー層を意識した作りで、夕食はバイキングであったが山小屋のことを考えれば、露

天温泉付でこの料金ならば十分に価値がある宿であった。 

 

 

■5 月 28 日（水）  三国山  1636ｍ 

今回の山行は山菜採りをして持ち帰ることも当初計画であった。山菜の穴場が何処なのか、

あまり知識はないが、雪の消えた明るい斜面にワラビ、ウドなどは出るようだ。コシアブ

ラなどはその木を見つけなければ採取できない。立ち寄った地元の酒屋で山菜情報を仕入

れる。岩原スキー場の関係者道路（通行止めの看板）に立ち入り、標高の高いところで採

れる筈。教えてもらった山域に入ってみたが、時期が早かったのか場所が悪かったのか、

大収穫とはいかず目論見が外れたようだ。 

 

三国山は国道 17 号線の三国峠トンネルの上

に聳える標国約 1600ｍの山だ。三国峠トンネ

ルの入り口が標高 1000ｍなので約 600ｍの登

りである。三国峠までの登りが約 40 分、その

昔、江戸と越後を結ぶ 短ルートであったと

聞く。峠には社が祭られており、三国山へは

そこから 600 段以上の整備された木道を登ら

なければならない。平日にも関わらず、数パ

ーティと出会う。昨日登った平標山の隣の山

であったが樹木が邪魔で山頂から展望することは出来なかった。 

 

三国山は国道 17 号線上りと下りのトンネル

の出入り口が登山口になっており、無料駐車

場もあり、ウオーキングを兼ねた、軽いハイ

キングには手頃な山である。高齢と思われる

軽装な夫婦に何人か出会いそれを感じた。 

 

今回の山行について、後日リーダーの千葉

さんには、「やっぱり採りたての山菜のてん

ぷらで一杯やりたかったね・・・・！」と

暗に来年のお願いをしておいた。 
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 花の山 袈裟丸山（１８７８ｍ） 
                                記：兼堀 善和 

 

★日時   平成２６年６月１日(日) 

★メンバー Ｌ山本、和田、大木、石井（文）、阿部、大畑、渋谷、兼堀（善）、兼堀（恵）、 

      森（花） 

★コース  車 松原 5:３０＝折場登山口 8:１５～賽ノ河原 9:１５～小丸山 10:25～ 

      山頂 11:40～下山 12:15～小丸山 13:20～賽ノ河原 14:10～登山口 15:00 

 

 新緑の季節、花を見に山本さんの山「袈裟丸山」に連れて行ってもらった。どんな山かな

期待大！ 

 自家用車２台に便乗していざ出発、沢入からこんなに登っていいのかと思うくらい 

林道を登って折場登山口に到着、駐車場はすでに満車に近く流石人気の山だ。 

 ミツバツツジを愛でながら賽ノ河原までかなりな急勾配を登って行ったが、途中で 

渋谷さんがワラビの群生地発見、しばしワラビ採りに興じ渋谷さんはかなり楽しそうだっ

た。カラマツ林を抜けシロヤシオを眺めながら小丸山へ日光方面連山の眺め 高。 

非難小屋経由頂上めざし 後の急坂ロープを使い前袈裟丸山に到着。 

 驚くほどのシャクナゲの花々に迎えられ、みんながカメラシャッター押し感動、イヤー

綺麗だった。雪を頂いた至仏山を眺めながらゆっくり昼食をとり下山、ピストンで 

快調に下って駐車場到着。 

 帰りに駅ホームの湯場で汗を流し気持ちよく帰る 

つもりであつたが、東北道が大渋滞一般道を時間か

け松原に帰ってきた。 

 

 リーダーの山本さん本当に有難うございました。 
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 日和田山 岩トレ 

      

記：小林 真一 

 

 

★日  程 平成 26 年 6 月 1 日(日) 

★参 加 者 L 浅井昭光、森律子、新島和子、平野祥子、鎌形瑞枝、大門京子、小林真     

一 

★行  程 草加松原団地駅前（西口）5:３０～日高市高麗本郷駐車場 7:30～岩到着 8:00

ートレーニングー14:00～15:00 蔵の湯 16:30～17:00 草加松原到着解散 

     

 へたとは、楽しいもので、どうしても人並みに出来たい、やりたい、経験してみたいとの

一心で「岩トレ 3 回目は体の筋肉痛もなく、手足のスリキズもなく無事帰る」ことの目的

で臨むのであるが、結果は駄目であった。家内の心配が的中してしまいました。 

リードして頂いた浅井さんの励ましもむなしく沈没、くやしい限りであります。 

自分としては落第宣言を云わざるを云ません。 

お世話頂きました浅井昭さん、又ロープ確保して頂いた森律子さんには、お礼申し上げま

す。 

又、メンバーの方々から励ましを頂いた事は忘れません。 
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甲斐駒ヶ岳 黒戸尾根日帰り 

記：山口裕史 

◆山行日：２０１４年６月３日 

◆メンバー：L 山口（裕） 単独 

◆コースタイム: 8 時間 40 分 

4:00尾白川渓谷駐車場4:20～4:25竹宇駒ヶ岳神社～5:35笹の平分岐～6:30刃渡り～五合目小屋跡

～屏風小屋跡～7:45 七丈小屋～8:30 八合目御来迎場～9:20 甲斐駒ヶ岳山頂（20 分食事休憩）～

10:40 七丈小屋～11:45 刃渡り～12:15 笹の平分岐～12:55 竹宇駒ヶ岳神社～13:00 尾白川渓谷駐車

場 

 

今週は山に登る予定はなかったのですが、天気予報を見ると来週の早池峰の天気が悪く中止する可

能性が出てきたので急きょ土曜日にどこか行こうと考えました。久しぶりの単独のため自分がガッ

ツリ歩けるルートとして前々から行きたかった甲斐駒黒戸尾根を目指します。 

前日夜 9 時 30 分所要を済ませて家を出る。高速料金体系の変更、ガソリン代の高騰のため単独だ

と交通費がバカにならない。180 キロ弱を下道で走る。駐車場はすぐにわかり 4 時間 30 分で到着、

ビール＆日本酒を飲んですぐに就寝した。 

2 時間仮眠して 4 時起床、軽く朝食を食べて 4 時 30 分、ヘッデンをつけて出発、空には雲があるが

星も見えたので山頂からの富士山を期待。序盤の八丁は歩きやすい。急な坂と緩やかな坂が交互に

やってくるので、歩調の調整をしながら歩く。分岐点で案内板に山頂まで 7 時間、さすが厳しい尾

根だけある、なるべく早いペースで進む。予定よりもだいぶ短縮して刃渡りに到着。すでに明るく

なっているが思いのほか雲が多い。刃渡りは思っていた危険度合はなかった。ここからは階段、梯

子、鎖場の連続する急坂が待っている。急な箇所には必ず鎖があるのでそれほど危険さは感じない

が、急なため慎重な足取りが必要だ。だんだんとガスにまかれ山様は見えなり、花も少ない山のた

め黙々と登ることに専念した。山頂まで 5 時間、マップのコースタイムのほぼ半分で登頂、自分の

今の体力ではこれが精一杯というところか。山頂ではガスが多くお目当ての富士山は見えず。 

北沢峠方面からの登山者で賑わっていて、声

を掛け合う姿を見ていると甲斐駒は本当に

良い山だと思う。自分的にも白砂に輝く山頂

は見て良し、登って良し。 

下りは滑りにくい道のため、かなりハイペー

スで下れる。特に八丁尾根はいい感じだ。往

復九時間を切れたのでとりあえず目標は達

成。 

下山後、尾白川渓谷に飛び込んでクールダウ

ンしようと思っていましたが、家族連れがたくさんいて場違いな感じがしたので遠慮しました。お

風呂に入る時間もなく着替えて出発しましたが、帰りは高速事故渋滞 3 発で 5 時間 30 分の運転。

これのほうが疲れました。なんとかならないのかなー事故渋滞。少なくとも満足なサービスを提供

できないなら割引してもらいたいです。 
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九州北部山行 (久住山・阿蘇山・祖母山・由布岳) 

(大分県竹田市・九重町・熊本県阿蘇市・大分県豊後大野市・由布市・別府市)     

記：山﨑 正夫 

 

【日 程】2014(平成 26).6.4(水)～6.9(月)  

【ﾒﾝﾊﾞｰ】L.山﨑、下川、小宮、大門、小野寺(英) 

【コ-ス】 

6/4(水)草加駅 6:12(中央林間行)→6:31 押上駅 6:40→7:31 羽田空港国内線ﾀｰﾐﾅﾙ駅  

ANA191 便 羽田 8:30→大分 10:05  大分空港→湯布院温泉･鶴の湯旅館 

 

6/5(木)湯布院温泉 5:00→6:20 長者原(ﾁｮｳｼﾞｬﾊﾞﾙ)駐車場～雨ヶ池～8:40 坊ｶﾞﾂﾙ～10:36 

段原～11:00 大船山(ﾀﾞｲｾﾝｻﾞﾝ)(1786m)～段原～11:40 北大船山～13:28 中立山 

(1464m)～13:45 鉾峠～14:45 白口岳(1720m)～15:58 九住山(1787m)～17:30 

法華院温泉山荘 

 

6/6(金) 法華院温泉山荘 5:15～～7:15 長者原駐車場→8:50 阿蘇山仙酔峡駐車場(905m)～ 

11:10 高岳(1592m)～11:50 中岳(1506m)～火口展望台～火山東展望所～13:10 

仙酔峡駐車場→16:40 尾平鉱山・もみ志や旅館 

 

6/7(土) もみ志や旅館 6:10～6:20 駐車場(600m)～第一吊橋(590m)～黒金山尾根取付点

(650m)～10:15天狗岩(1530m)～11:40祖母山(1756m)～12:30宮原(1402m)～15:10

第一吊橋～15:30 駐車場→18:30 湯布院温泉･ﾎﾃﾙ黎明 

 

6/8(日) ﾎﾃﾙ黎明7:45～8:20正面登山口駐車場(770m)～9:20会野越(1035m)～10:30マタエ 

(1495m)～0:20～10:58 由布岳西峰(1583m)～11:15 マタエ～11:30 東峰(1582m)～ 

11:40 マタエ 12:05～13:00 会野越～13:30 正面登山口駐車場→別府温泉･地獄巡り 

→ホテル清風 

 

6/9(月) ホテル清風→地獄巡り→杵築市(城下町)散策→両子寺(ﾌﾀｺﾞｼﾞ)→熊野磨崖仏→富

貴寺→真木大堂→大分空港 SNA(ｿﾗｼﾄﾞｴｱ) 094便 大分19:55→羽田21:25  羽

田空港国内線ﾀｰﾐﾅﾙ 21:35 バス→22:20 草加駅 

 

【経 費】航空運賃(往 13,030+復 10,790)＝23,820 円、ﾚﾝﾀｶｰ(88,371÷5)＝17,674 円、 

ｶﾞｿﾘﾝ代(10,333÷5)＝2,067 円、宿泊費(5 泊)＝39,496 円、交通費(往 963＋ 

復 1,340)＝2,303 円  合計 85,360 円 

 

6/4(水) 草加駅で集合し、羽田空港に向かう。空港で予約してある航空券を手にする。 

飛行機が富士山の真上を飛んでいるのでビックリ。斜め上の角度からは見たことがあるが、
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真上から見たのは初めてで、迫力があった。カメラを預け荷物の中に入れてしまったのが

悔やまれる。大分空港に着くと雨模様。取りあえず、レンタカーで長者原駐車場に向かう。

途中から大雨となる。あまりの大雨の為、湯布院駅に寄り、昼食を食べ、予定を変更し、

湯布院温泉に泊まることにする。雨の中、湯布院の街を散策し、食堂のおばさんの推薦の

宿に泊まる。ニュースで大分市内でも雨の被害が出たことを知る。 

 

6/5(木) 小雨の中、湯布院温泉を早朝

に出発、途中から雨も止み、やまなみ

ハイウェイを通り順調に長者原駐車場

に着き、歩き始める。樹林帯を通り、

２時間程で坊ガツルに着く。ここまで

来ると、他の登山者も現れてくる。坊

ガツルは山中にあって気持ちの良い平

らな、湿原のある風景である。坊ガツ

ルからはミヤマキリシマが咲く平治岳・北大船岳が見える。特に平治岳のミヤマキリシマ

が見事だ。トイレと新しい避難小屋の前を通り大船山に向かう。段原に着く。段原は大船

山と北大船岳の分かれ道だ。まず、大船山に向かう。次に北大船岳に向かった。花の時期

は北大船岳の方が２倍位良かった。 

小宮さんは直接法華院温泉山荘に向かうこと

になった。残り４人はここから久住山に向かう

ことにするが、昨日の分の時間を短縮する為、

立中山・鉾峠・白口岳を経由することにする。

立中山までは余り人が通らないようで、笹竹が

頭まである道をかき分けて進み、笹竹の水気で

全身水に濡れてしまう。途中、間違ってこの道

に入ってしまい、今どこにいるか分からないという夫婦に会い、戻る道を示して、先を急

ぐ。漸く立中山山頂に着く。ミヤマキリシマが群落できれいに咲いている。ここから鉾峠

までの道は整備されておりほっとする。鉾峠から白口岳までは岩場の急登が続いた。中岳

分岐まできて、時間の都合で、中岳を登らず、池ノ小屋へ直接向かい、その後、御池沿い

に久住山に向かう。漸く久住山に着く。静かな山頂である。残念ながら雲の為展望はない。

坊ガツル 

久住山山頂 立中山山頂 

大船山山頂 
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久住分れから急坂を通り、平らで長い北千里浜をひたすら歩き、砂防ダムの下にある法華

院温泉山荘に着く。鉾峠から法華院温泉山荘までの行程では他の登山客がいない静かな山

行となった。法華院温泉山荘では予約解禁日の３月１日に１１時間電話を掛け通しても通

話中となり、個室を予約できなかったため、２００人の大部屋での一夜となる。 

 

6/6(金)朝５時前に起き、ヘッドランプをつけて５時１５分に出立する。樹林帯で明るくな

り、長者原駐車場に着く。途中、コンビニで朝食を摂り、一路、阿蘇山仙酔峡駐車場を目

指す。仙酔峡駐車場に着くと、日本語、英語、中国語、韓国語によるぜんそく等の持病を

持つ人の火口付近への立入禁止の放送がテープにより何回も繰り返されている。登山客は

我々だけである。火山岩だらけの仙酔尾根を登り高岳火口壁に達する。ここから天狗ノ舞

台を見に行く。戻って高岳山頂に達する。岩

尾根を通って中岳に着く。左手に第１～３火

口を見ながら火口東壁展望台へ。今は営業し

ていない仙酔峡ロープウェイの架線に沿うよ

うに下山道を進み、駐車場に着く。火口は見

えたが、雲の為、遠望はできず。宮地駅や竹

田市を通って、途中、道の駅に寄りながら、

祖母山の麓の尾平のもみ志や旅館へ向かう。 

もみ志や旅館ではおばさんが一人で切り盛り

していて、夕飯は現地の猟師が仕留めた猪鍋と鹿肉のたたきを出してくれた。夜は星が一

つ輝き、朧月夜であったが、その後、雨となる。 

 

6/7(土) 旅館の窓から祖母山の岩稜が朝日に照らされて輝いているのが見える。登山口で

小宮さんはかつての同僚の出身地の高千穂

町の観光へ。尾平集落のすぐ先にある尾平

越トンネルを潜ると高千穂町だ。天の岩戸

や高千穂峡で有名だ。さて、登山組は奥岳

川に沿って、周遊コースに向かう。橋が壊

れたままになっているところを渡渉し、さ

らにもう１箇所渡渉することになった。昨

夜の雨で増水している。先のパーティ３人

の内、２人が渡渉したが、 後の一人が渡

渉できずにいる。リーダーがロープを出し

て渡渉させようとしている。我々も手伝っ

て、併せてロープを頼りに渡渉する。次の

２人が来たが、一人はそのまま渡渉、一人

はさっさと靴を脱いで渡渉。やっと黒金山

尾根の取り付き地点に達する。途中から背

 
阿蘇山高岳山頂 

祖母山山頂 

祖母山登山口 
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丈程ある笹の連続となる。天狗ノ岩屋で一服し、天狗の分かれで北に向かう 

中々薄暗い笹の道が開けない。そうこうする内に祖母山頂に着く。祖母山頂では神原(ｺﾞｳ

ﾊﾞﾙ)コースからの登山者が多かった。曇っていなければ展望がよいのだろうが、本日も遠

望は無し。九合目小屋の脇を通って、馬の背を通る。宿屋から見えた岩稜だ。２箇所を通

ると巻道になり、またまた背丈程の笹道となる。宮原(ﾐﾔﾉﾊﾞﾙ)に着き、宮原コースを下り、

吊り橋を渡り、駐車場で小宮さんと合流。湯布院温泉を目指す。小宮さんの運転で、１時

間短縮して旅館に着く。三井化学の保養所がホテルになった宿だ。 

 

6/8(日) ホテルをゆっくり出発し、由布岳の正面登山口へ。本日は日曜日で天候も良い。

駐車場は登山者の車で一杯だ。これま 

での山行と違って、人で一杯だ。山本

さんからの情報で、由布岳の山の気象

予報は午前中は曇り、午後から雨とな

ると知る。合野越までサクサクと歩く。

合野越で西登山口コースからの道と合

わさる。由布岳でも、ミヤマキリシマ

が群落で咲いている。大船山よりきれ

いな位だ。そこから、岩のゴロゴロ下

道を進むと、西峰、東峰の分岐点のマタエに着く。マタエでは多くの人が休んでいる。中

には西峰には鎖場もある為、東峰だけに行くグループもある。まず、西峰に行く。鎖場が

３箇所あり楽しめる。続いて東峰に行く。西峰に比べてあっという間に着く。それぞれの

頂上では霧の為、遠望は効かない。天候が悪くなるということで、下山する。下界は晴れ

たままである。 

ホテルに入る前に別府温泉の地獄(鬼山・白池・かまど・山・海・鬼石坊主)巡りをした。 

 

6/9(月) 本日は予備日の分なので、観光でのんびりする。まず、別府温泉の地獄巡りの残

りの血の池・龍巻の各地獄を見て、小宮さん縁の杵築市に行く。八坂川添いの杵築城から

見ると、岩盤の上の部分の両側に武家

屋敷群があり、その谷間に商人街があ

る、風情のある城下町である。武家屋

敷の西側に寺町が配置されている。午

後からは国東半島の六郷満山の代表と

もいうべき、両子寺(ﾌﾀｺﾞｼﾞ)、熊野磨

崖仏で有名な胎蔵寺(現在は熊野神社

管理)、富貴寺、真木大堂を拝観し、大

分空港に帰る。 

 今回の九州北部の山行に際し、小林

真一さんから九州全図を提供いただき、さらに澁谷さんから祖母山山行地図を貸していた

だきありがとうございました。お陰様で無事、山行を実施できました。 

由布岳西峰山頂 

杵築市(武家屋敷) 
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◎参加者の一言集 

 

九重山、阿蘇山、祖母山、由布岳。みごとに全山雲の中。 

機内から富士山を真上から見たのと、由布岳、大船山の斜面一杯に咲いているミヤマキリ

シマの素晴らしさに感動しました。                 下川 賀也 

 

 梅雨入りした九州への山行で、頂上からの景色には恵まれませんでしたが、登っている

時は雨にも降られず、大船山と久住山、阿蘇山、祖母山、由布岳と予定の山の頂上を踏む

ことができました。 

 山一面を満開のミヤマキリシマがピンク色に染める景色も見ることができました。６日

間御一緒させていただいた皆さんありがとうございました。      大門 京子 

 

  この年齢で連続６日、４峰の山行は大変な重労働であったが、一度は花の久住を見たい

ものだと参加を決めた。 

 あいにくの梅雨の走り、連日曇り日の多い中ではあったが、それぞれの山は素晴らしい

風景に出会い感謝している。 

 来年再度の山行に誘いがあったが、果たしてそれまで体が持つかどうか・・・神のみが

知るばかりである。                        小宮 将光 

 

６日間の九州ロング山行、初日から凄い暴風雨に見舞われた。 

期待した霧島つつじは霧の中から見え隠れ…の状態が多かった。それでも計画通りに山

行はクリア出来た。いずれの山も殆どがガスで、全く展望が無かったのが本当に残念だっ

た。 後に登った、由布岳がお天気で霧島つつじも綺麗でいい山だった。でも救いは山行

中、一度も合羽を着ることなく済んだのは何よりでした。私には 終の予備日の観光が一

番疲れて辛い一日でした。                                     小野寺 英子        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高千穂峡 (撮影:小宮) 
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帝釈山～田代山・会津蒲生岳 

会津湿原巡り 

 

記：畑野仁美 

◆山行日：2014 年 6 月 14（土）～15 日（日） 

◆山行者：L 園木 毅・山口敏雄・兼堀善和・森 律子・畑野仁美  5 名 

１日目 

◆コース：帝釈山（2059m）～田代山湿原（1926m） 

     馬坂峠～帝釈山～田代山避難小屋～田代山湿原一周＝往復 

     南郷スキー場・・・ひめさゆり園 

◆宿泊地：金山町 民宿 朝日屋 

馬坂峠近くに来るともうたくさんの車が来ているようで係員にここに止めるよう言われた。

車から降りると寒くそれに雨も降ってきたのでカッパを着て登山口へ行くと「オサバ草祭

り」ということで記念バッジをもらいました。 

すぐに登りが始まる。さすがお祭り、登山道の脇は沢山のオサバ草で飾られている。 

初の登りは辛い階段が所々出てくるのが短い足に

はなおさら辛いのだ。 

地図を見ると帝釈山まで１時間頑張れば後は田代山

湿原まで平坦だと思っていたけど、岩場の下り、足

が届かないので一苦労する。結構下ったような気が

したので帰りの覚悟をする。残雪も出てきて緩やか

に登りになると避難小屋が見えてきた。御大師様が

祀られた小屋は珍しいです。 

無事をお願いして湿原に向かいます。 

ヒメシャクナゲ・タテヤマリンドウ・チングルマ・イワカガミなど小さい花が散らばって

います。中でも一番見たかったヒメシャクナゲが沢山咲いていたのが嬉しかったです。 
湿原を一周したら来た道を戻ります。 
今日のもう一つの目的地南郷スキー場のヒメサユリの群落です。斜面がピンク色で綺麗で

した。 
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２日目 

◆コース：会津蒲生岳（828m） 

     久保登山口～夫婦松～岩壁コース＝鼻毛通しコース～会津蒲生岳 

     ～小蒲生登山口 

     宮床湿原・駒止湿原 

夜中雨が降っていた、朝起きた時もパラパラしている。でも出発するころに晴れ一安心。 

立派な駐車場に車を止め降りると、会津蒲生岳と大きい案内図看板が重なって見える。 

住宅街を抜け廃線？の線路を渡るとすぐにカタクリ公園、草花を見ているうちにもう急登

が始まった。斜面が段々急になってロープが連続している。開けると広い岩の斜面に出る。 

振り返ると麓の景色が広がる。岩には赤いペンキで矢印と足場のマーキングがあるので登

りやすい。だけど下りのことを思うと不安だな～ 

少し登っては休憩、西側からの風と遠くに見える残雪の山に癒されながら頑張ります。 

分岐に来た、岩壁直登の危険コースと鼻毛通しの緩やかコース。 

森さんは直登コースに行きたい！私と兼堀さんは緩やかコースがいい！と二手に分かれる

ことになりました。もちろん園木さんと山口パパは直登コースへ行きました。 

このコースは東側へ岩場をトラバースし

て回り込んでいる。緩やかコースなのに 

ほぼ垂直のロープ・鎖ありの登りでなか

なか山頂が見えない、園木さんの呼ぶ声

がしてやっとたどり着いた感じです。 

下りがまた一苦労！！反対側の細い尾根

を下る垂直の鎖場、足がたりないので兼

堀さんに補助してもらい何とか降りた。 

後も滑りそうな下りが続く、尾根が終わ

ると広くなったブナ林に出てやっと一息

つけました。ここからは緩やかだと思っ

ていたら 後の 後にまた急になる、気

が抜けません。もう膝がガクガクです。 

 

この山行はまだ終わりません、この後は 

宮床湿原と駒止湿原巡りです。 

 

ふわふわのワタスゲが湿原いっぱいに揺

れています。赤いツツジの花が所々に映

えます。 

会津にはたくさんの湿原があるんですね。 

皆さんのおかげで無事下山でき、かわい

い花も沢山見ることが出来ました。 

有難うございました。 
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記：山本 理郎 

日 程  2014 年 6 月 16 日（月）～17 日（火）  マイカー利用 

コース  新田駅 12：00……塩沢石打 IC……清水部落……民宿上田屋（泊）…… 

  起床 3：30……登山口駐車場 4：30……井戸尾根……5 合目 5：40…… 

  ニセ巻機山 8：10……避難小屋 8：33……山頂 9：00……駐車場 13：10 

メンバー L=山本、小宮、阿部、小野寺（英） 

 

 梅雨の晴れ間を狙って、天気予報との相談の山行。当日は民宿に着くなり土砂降りの雷

雨。そんな天気が続いているようで、翌日は出来る限りの

朝立ちを決めた。前日のコンビニでのおにぎりで手早く朝

食を済ませ、桜坂駐車場へ。身支度を整え 4：30 には出発

できた。同宿の都内の 2 人組みと抜きつ抜かれつの登り、7

合 5 勺くらいまでは、樹林帯の登山道で新緑のブナ林に心

が癒された。その辺りからやっと展望が開けるが初夏の太

陽に照らされキツイ登りとなる。 巻機山へはこの井出尾

根コースのほかにいくつかあり、左手に天狗尾根コースがある。6 合目の展望台から尾根

の全体が見渡せるが、岩尾根で見るからにスリ

ルがありそうな「下山に使用は禁止」の注意書

きが納得できる。又 5 合目から右手にスケール

の大きな滑滝で有名な米子沢が見えるが大部分

残雪で覆われていた。井出尾根コースにはイワ

カガミ、イワウチワ、などが咲いてはいたが、

大きな群落は見ることが出来なかった。 

ニセ巻機山頂には 8：10 到着。此処からは巻機

本峰。割引岳などが見渡せる。ニセ巻機と本峰

との標高差は 100ｍ程度であるが、一旦避難小屋まで少し下り、50 分かけて本峰に到着す

る。本峰からは越後三山が見渡せ、越後の山並みの広さを感じて取れる。 

平均年齢 73.2 歳の高齢者登山であったが、標高差 1247ｍ、休憩含めて登り 4：30 下り 4：

10 合計 8 時間 40 分の山行を無事終えた。78 歳の長老の健脚に改めて敬意を表したい。 

 

 

 

 

 

 

巻機山（1967ｍ）
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岩 手 山 

記：大門 京子 

 

 

日  程：２０１4 年 6 月 21 日（土）～22 日(日) 

メンバー：L 園木、新島、森（律）、加藤、大門 

コ －ス： 21 日（土） 

 草加 2:30→松川温泉 10:10→八合目避難小屋 16:00 

22 日（日） 

 八合目避難小屋 6:00→岩手山 6:50→松川温泉 14:30→草加 20:00 

 

 

初は、花の飯豊、朳差への計画でしたが、北の方の天気が良く、森さん参加で長い運

転を交代できるという事で、岩手山へ行く事となる。 

高速を下り、松川温泉に着いたとき、山

頂は雲をかぶっていて心配でしたが登る

事となる。 

表登山口の馬返しコース等何コースかあ

るうちの裏登山口の松川コースを行く。 

松川温泉から登山道を入るが、入口を見

落とし少しウロウロと探してしまった。

初少し急登を行くと、長い緩やかな登

りが続く、両側にはヒトリシズカ、イワ

カガミ他の花が多く咲いている。姥倉山

から、大地獄分岐までは地熱があり、所

によりガスも吹き出している。 

分岐から、沢に添って行くが、谷にはまだ残雪が多くあり、溶け始めて崩れたり、枝が倒

れていたり、岩ありで大変でした。前方に不

動平の鞍部が見えてきたあたりから 後の急

登が少し続く。不動平避難小屋が見えてくる

とやっと着いたーとー安心。今日宿泊予定の

八合目避難小屋へは、ここから少し下って行

く。 

両側には、シラネアオイが群生しています。

こんなに群生しているのを見るのは初めてで

す。 

小屋の前には常時水が出ていて、横の水槽に
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早速缶を冷やす。 

小屋には小屋番の人が 1 人いて、宿泊にもまだ余裕があり、広く場所をもらえた。 

トイレもキレイでした。 

次の朝早く、2 時過ぎから起きて支度する

人達の気配で目が覚める。日の出前に登頂

するらしい。私達は女性 4 人で日の出前に

外に出て、朝日とご対面ー。今日も天気が

もちますように。 

朝食を済ませ出かける頃には数人しか残っ

ていません。皆早いですね。 

不動平まで戻り、15 分程上り、1 周 1 時間

のお鉢めぐりをします。頂上はその途中に

あり、360°の展望です。 

今日は少し雲が多いかな？下りは不動平避

難小屋の横から鬼ケ城を通るコースを行く。 

急崖で注意して進んで行きますが、周りは数々花が群生しています。チングルマだー、イ

ワウメだー、キレイだねー、花を楽しみ

ながら歩けました。 

切通分岐からひたすら下りが続く。姫

竹？まがり竹？取りながら下ったので早

く着きました。 

途中、「残雪の裏岩手連峰開山祭」で黒倉

山コースを登ってくる人達に会いました。 

松川温泉で汗を流す。つるつるのいいお

湯でした。 

岩手山、とても花の多い山でした。 

長い距離の運転お疲れ様でした。園木リ

ーダー、一緒に行った皆さんありがとうございました。 
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「40 周年記念 尾瀬バスハイク」の下見（鳩待ち通りーアヤメ平コース） 
 記 浅井 昭光 

 

・日時-------６月 24（土）～25（日） 

・場所-------尾瀬鳩待ち峠～アヤメ平コース---6/24----富士見峠----見晴---弥四郎小屋▲ 

                           6/25--弥四郎小屋▲--竜宮---山の鼻--鳩待峠 

・メンバー Ｌ浅井て、山口ひ（車）、山口と、兼堀（車）、山﨑、杉山、森り、 

・歩程---アヤメコース５時間半、弥四郎小屋～鳩待峠---３時間 

40 周年の記念事業の一環として、尾瀬に行くことになりコース選びの為、鳩待コースと御

池からのコースとに分かれて下見をしました。６月下旬の鳩待ちコースの尾瀬は、新緑と

花の宝庫で天気も良い中、快適な山歩きが出来ました。途中小さな池が幾つもあり、ほと

んどが木道で整備されていて歩きやすいです。眼下にある尾瀬ヵ原がまったく見えないの

が残念でしたが、ウグイスのさえずりがこころを和ませてくれました。富士見峠小屋を過

ぎて八木沢道に入ると、多少の悪路ですが、間もなく木道になり高度を下げて富士見小屋 

から 2 時間ぐらいで平になり弥四郎小屋に着きました。今回このコースを初めて歩いて 

とても歩きやすく、変化があり楽しいコースだと思います。 

秋ぐちは、どのように変っているのかが楽みです。 
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日   時： 平成 26 年 6 月 28 日（土）、29 日（日） 

メンバー： Ｌ大木、畑野、石井（文）、和田、芳野、下川 

コ ー ス： 28 日（土） 

松原団地西口(5:50)＝上河内 SA(7:00)＝西那須野塩原 IC(7:55)＝田島道の駅(8:45)

＝御池駐車場(10:00)―御池(10:30)―燧ケ岳分岐(10:38)―上田代(11:00)―天神田

代・渋沢温泉小屋分岐(12:00)―裏燧橋―三条の滝展望台(12:30)―平滑の滝展望台

(13:00)―温泉小屋―見晴十字路弥四郎小屋(14:40) 

29 日（日） 

弥四郎小屋(7:00)―温泉小屋(7:30)―段吉新道―三条の滝分岐(9:05)―天神田代―

上田代(10:30)―御池駐車場(11:30)＝燧の湯(12:40)＝松原団地西口(17:50)  

  

草加山の会 40 周年記念公開バスハイクはや

はり尾瀬です。尾瀬バスは以前より何回かやっ

ていますので、ちょぴっと変化をと思い、御池

から三条の滝を見て、小屋で泊まり、原を抜け

るコースをと思いました。 
実行して見てわかった事、草加から福島県の御

池までは、すごーく遠い事。いつも祐子さんや

和田さんなどが気楽に車で連れて行って下さ

います。私達は後部座席で話しながら行くので

ちっとも遠いとは感じませんでしたが、しかし

時間を記録して見ますと、6 人が途中 2 ヶ所で

30 分位休み、それほど混んでもいなかったの

にたっぷり 4 時間かかりました。人数が多く

なると、すぐ 30～40分以上すぐ違ってきます。

今まで気楽に連れて行ってくださった方々に

頭が下がります。ありがとうございました。 
本番のバスハイクは秋ですので、日も短く、

小屋に着く前に日が暮れるでしょうね。梅雨の

中、雨覚悟で下見に参加して下さった方々あり

がとうございました。お陰様で 2 コースに分

かれて、予定通り出発出来ました。 
私達は和田車で御池コースです。心配した雨も降らず駐車場の奥より林道の中へ歩き出

すとすぐ燧ケ岳の分岐、三条の滝コースはずーと木道となり「え---こんな道だっけ」こな

かった時の長さを感じます。平らな湿原の中に新しい木道、まわりには、水芭蕉とミツガ

シワの白い花、ショウジョウバカマ、ハクサンチドリのピンク、かわいいタテヤマリンド

ウ、そして点在する池塘、やっぱり尾瀬は美しい絵の様です。目を上の方に向けると、平

ケ岳や荒沢岳、越後駒ケ岳などまだ雪が残る山々にうっとり見とれてしまいます。 
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今日がバスハイクの日だった

らこの美しい風景を見せてあげ

られるのにと思いました。林の中

はブナやシラビソなどの混生林

で、大きなのが三本あるひとこぶ

ラクダそっくりのダテカンバが

あったり見る角度により本数の

変わるヒラビソや何百年も立っ

ているブナの大木がありあっと

言う間に三条の滝。ここまでは良

かったのですが滝の方からやっ

と登って来た女性グループ、ベン

チにかけ「平滑の滝から三条の滝

迄地図では 30 分と書いてあるが、

一時間以上かかり、やっとここ迄

たどり着いた」と言っていました。 
三条の滝展望台は、昔の記憶通りゴウゴウと大きな音を立てて流れ落ちる心洗われる滝

でしたが、その先道が変わりました。急登の連続、私達もやっと平滑の滝展望台に着きほ

っと致しました。公開バスハイクのコースに入れるのはちょっと無理があります。 
弥四郎小屋には 14 時 40 分に着きました。待って居てくれた戸倉コース 7 人と合流しビ

ールで乾杯、雨が降り出したので部屋に移動。答えは後日話し合って出しますが、9 月本

番での三条の滝コースは時間的に無理ではないかと皆の感想です。 
翌日は天気が気になるので、段吉新道を通り裏燧林道を引き返しました。途中から雨、

昨日ルンルン気分で歩いた道も雨の中では下ばっかり見て歩きちっとも楽しくありません。

御池駐車場に 11 時 30 分到着、ちょうど雨が止んでいたので助かりました。 
燧の湯に直行、そして檜枝岐で創業 140 年だと書いてある店で、地元名物の裁ちそばと

はっとうをサービス価格でいただき美味しかったです。途中羽生付近でトラブルがあった

らしくノロノロでしたが、その場を過ぎると順調に走り、17 時 50 分松原団地着。 

皆様御協力ありがとうございました。本番はこれからですので宜しくお願い致します。 
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まいど～！筑波山 

 
記：小林いつ子 

■ 日  程 Ｈ26.7.3（木）                 

■ 場  所 筑波山 

■ メンバー Ｌ小野寺英子・山本・黒澤・石井文子・小林い 

■ 歩  程 6：00 松原西口―神社登山口―10：00 女体山―12：00 神社登山口 

 

春夏秋冬、どの季節にも足慣らしに丁度いいと、まいど～！お世話になります筑波山。 

と言いながら、お賽銭もあまり弾んだ覚えが無い罰当たりです。 

夏は涼しい内にと早めに立ち、爽やかなう

えに人とのすれ違いも少なく静かな山歩き

を楽しめた。まさに、英子リーダーの言う

通り「夏の筑波は早めに限る」。 

帰りの一っ風呂は筑波神社境内わきの江

戸一へ。いつもは眺めの良い青木屋だが、 

駐車場でもらったクーポンに釣られてさっ

さと宗旨替え。 

眺めでいったら青木屋、おもてなしでいっ

たら江戸一。 

お風呂に入りに行ったわけではありません。

メンバーの皆さん又よろしくお願いします。 
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筑波山（足慣らし） 

記 石井 美樹 

｛同行者｝Ｌ 石井美樹 森律子 兼堀善和 阿部 染谷 

｛日程表｝  

平成２６年７月５日（土） 

松原団地西口(5:30)＝筑波山神社駐車場（6：45－7：00）５００円―御幸ヶ原 

（8：35－8：50）雨---男体山（9：05）---御幸ヶ原（9：45）雨やむ---女体山 

（10：00）---弁慶小屋跡（10：40）--筑波山神社駐車場（12：05） 

江戸屋温泉１０００円 （12：20―13：00） 

中落ち丼 ８００円 

松原団地東口（15：00） 

 

 ７月１１日からの「北海道 トムラウシ」登山の足慣らしとして、トムラウシ組（石井

美樹、兼堀善和、染谷）と、応援部隊（森律子、阿部）で、久しぶりに筑波山にでかけた。 

 夏の低山は、暑くてつらいと考えていたが、雨模様の天気で良い訓練になった。また、

東日本大震災で崩壊し、通行止めとなっていた男体山へのコースは、復旧が終わって整備

され、歩き易くなっている。 

 しかし、男体山の周遊コースは、 近の大雨のため崩壊し、半周しかできなかった。 

 安くて近い「筑波山」を、訓練登山として選んだが、あらためてこの山の魅力を再評価

した、歩く時間も全コース歩けば５時間かかるので、軽い訓練としては 高である。 

 皆さんも、良い訓練山行の山がありましたら教えてください。 
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扇    山  
               

                                                        記： 平野 祥子 

■日   程   2014.7.6  

■メンバー  (Ｌ) 井口、澁谷、平野 

■コース    草加駅 5:42＝南越谷 6:07＝鳥沢駅(8:20～8:30)----梨ノ木平(9:50) 

            ----扇山(11:30～12:30)----梨の木平(14:00)----鳥沢駅(15:00～15:29) 

＝草加駅着(18:20) 

   

草加山の会の方々は山にご無沙汰だったり、長い山へ入る前には自分自身の体調変化を

知る為に近くの山へ出かける事が多いようだ。今回の扇山も宮子さんが北海道トムラウシ

山への山行の準備の為に計画した山だったようで私も一ヶ月山に行かず、まして皆さんの

ように毎日歩いてもいない私なので、赤岳山行の為に同行させて頂きました。 

鳥沢駅から甲州街道を渡って中央道をくぐり集落の庭先の花を見たり野菜畑を見たり

しながら集落を抜ける。舗装された林道歩き

と時々ショートカットの道が続く。しばらく

行くと梨の木平で登山口。駅から梨の木平登

山口まで人に会わずに来たのにトイレタイム

している間にどこからか登山への仲間がベン

チにいて少々びっくり。宮子さんは「ここに

来ていつもどこからか人が集まってくるのよ

ねー」って。 

登山出発。杉林の中ゆっくり歩く。赤い祠

が見えた下が水場でドラム缶に水があふれていて手を入れてみると気持ちがいい。一息つ

いて急な斜面をジグザグに登ると富士山の展望できる場所！！期待していたが雲がかかっ

ていて残念でした。百蔵山と扇山の稜線までも

う少し急な道を登りきると鞍部に着く。右手（東

側）へ 100m で頂上。 

頂上もうすぐのあたりで、アザミの花にアゲ

ハチョウが。気になって写真を撮ってるうちに

二人は扇山山頂に富士山がチラッと見えたそう

～だ。宮子さんが用意してくれたスープとお弁

当でゆっくりと昼食。しかし増々ガスがかかっ

てきて富士山を眺めるのは無理なので同じ道を

下山しました。 

足慣らしにと登った山で花に会い、蝶に会いそんなひと時は嬉しいものです。 

参加させて頂きありがとうございました。 
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トムラウシ山  【２,１４１m】 

                                 記：染谷 智行  

１.  日 時：２０１４／７／１１（金）～７／１４（月）  

 

２．参加者：Ｌ．石井 美樹， 山本 理郎， 兼堀 善和， 小野寺英子， 

        井口 宮子， 染谷 智行 

３．コース 

 ７/11(金) 草加 5：00－羽田発 6：55－千歳 8：20－11：15 ・ 13：07－新得 15：09 

        サホロハウス ￥5,000（夕食のみ） 
 

7/12(土) サホロハウス 5：00－短縮コース登山口 6：30－トムラウシ温泉分岐 7：00－ 

カムイ天上 8：00―沢渡地点 10：00（快晴）―雪渓―前トム 11：23（ガスで真っ白）－ 

十勝分岐 13：20－トムラウシ山頂 14：25－北沼分岐 15：00－ﾋｻｺﾞ沼避難小屋 19：00 

 

 7/13(日) ﾋｻｺﾞ沼 4：00・6：00－雪渓上部 7：05－ﾋｻｺ沼分岐 7：55－化雲岳 8：25－ 

ポン沼 10：00－ガスが消える。中別、大雪が見える。－天人峡 16：05（大雨） 

 

7/14(月) 天人閣ホテル 9：30－旭川駅 10：30－観光―千歳空港 17：40・19：15－ 

羽田空港 21：00・21：40－草加 22：20 

 

  台風８号の接近が危ぶまれていたが、石井（Ｌ）から決行決定のメールが 7/9 夕刻配信

されてきた。出発当日定時に飛行機は、飛んでくれて新千歳着くが、台風の影響で列車は

運休の模様、予定を変更すべく、レンタカー、バス等をあたり、とりあえず札幌までバス

で移動する。レンタカーを手配したが、列車が動く情報が入り結局ＪＲにて新得まで行き

宿をとることとし、予定した東大雪荘はキャンセルとした。（山本さんお疲れ様でした）。 

 

 7/12 ジャンボタクシーにてトムラウシ山短縮登山口迄入る。身支度後出発する。快晴で

ある。カムイ天井、コマドリ沢分岐

を過ぎると雪渓の登りだ。新緑の中

であり快適に進むが背中のリックが

重い。トム平付近からは、高山植物

がたくさんあらわれた。しかし快晴

であった空は、だんだんとガスが覆

ってきたのだ。未だ１１時前である。

台風の影響か？残念．．．。トムラウシ

公園は雪渓あり、池塘あり、高山植

物「コマクサ」の群落も随所にあり

で自然の楽園だ。 今朝は、計画し
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た出発時間より３０分早く歩き出したこと、短縮コースから入ったこと、天候の悪化等に

より、南沼キャンプ場で泊まらずトムラウシ山頂を踏みヒサゴ沼避難小屋を目指すことと

なる。天候は増々悪化の兆し、ガスも濃くなり、雨も降りだす。南沼キャンプ場を左に見

て、目指すは主目的のトムラウシ山頂だ。高山植物、お花畑の庭園、岩のゴロゴロした登

山道等だが、ガスにまかれると道標、ペンキマークを探すのに苦慮した。数年前の遭難事

故を思い出す迷い易い所の様だ。歩き出してから７時間半も費やしトムラウシ山頂を踏む

ことができたが長かった。天候が良ければと悔やまれた。背の荷と加齢？スピードはダウ

ン傾向間違いなしである。本日の目的地のヒサゴ沼避難小屋迄は、遠く長く途中アイゼン

の着け外しを２度程行い、１９時にやっと小屋に辿り着けた。先に入室しているパーティ

にスペースを空けてもらい何とか６名全員入ることが出来た。夕食も早々に２１時、寝袋

に入る。 

 

 7/13 ＡＭ１：００目が覚める。外は風雨の気配である。４時起床、雨は止んだが風と 

ガスの中を６時に出発する。昨日アイゼンを着け沼に降りたが今日も安全の為、アイゼン

着け登り返す。ガスの中の化雲岳には８時半に着く。途中には昨日同様、高山植物がたく

さんあった。１０時頃からガスも上がり視界が良くなる。昨日１２時間半行動し、今日は

足取りが重い。天人峡に着いてからのビールを楽しみに黙々と歩く。１５時過ぎには雨が

降り出してきて宿の天人閣へ着く頃は、ずぶ濡れとなり１６時に長い縦走は終わった。濡

れた衣類等をボイラー室に干し温泉に入る。夕食は、バイキング方式で存分に飲食した。 

  

 7/14 バイキングにて朝食後、ホテルの周囲散策、９時半ホテルの車にて旭川駅迄、送

ってもらう。大きいリックは、宅急便（¥1736）にて自宅へ送り身軽となりレンタカーに

て観光ドライブする。 美瑛町役場に隣接する展望台（無料）に上がる。町は裕福そうで

ある。ドライブでセブンスターの木、マイルドセブンの丘、ケンとメリーの木、四季彩の

丘（中国人らしき富裕層がバス等でたくさん来ていた、マナー悪い）。 後に中富良野でリ

フトに乗りラベンダーを観賞し新千歳空港から帰路に着く。 

  

今回の山行は非常に厳しかった

が良い思い出となり、石井（Ｌ）、参

加者の皆様大変お世話様になりまし

た。有難うございました。 

 

 

 天人閣で見つけた詩 

「富士山に登って山の高さを語れ」 

「大雪山に登って山岳の広さを語れ」 

              大町 桂月 
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飛龍山から笠取山 将監小屋で待ち合わせのはずが・・・奥多摩水

源界 No.6 

記：山口裕史 

◆山行日：2014 年 07 月 12 日(土) ～ 2014 年 07 月 13 日(日) 

◆メンバー：メイン L 浅井（昭）、鎌形、森（花）、サブ L 山口（裕）、森（律） 

◆コース：  

1 日目：8 時間 30 分 

丹波 7:00～8:45 サヲラ峠～9:25 熊倉山～10:20 前飛龍 10:25～11:08 飛龍権現～11:35 飛龍山～11:55

飛龍権現～12:00 禿岩～12:30 水場～14:10 分岐竜喰山～14:50 竜喰山～15:30 将監小屋 21:00 就寝 

2 日目：6 時間 20 分 

4:00 将監小屋 4:30～4:50 山ノ神土～5:30 西御殿岩～6:10 唐松尾山～7:35 笠取山～8:20 分水嶺～

8:30 笠取小屋～8:45 ヤブ沢峠～9:53 白沢峠 10:20～10:50 ゲート前 

 

奥多摩水源界のコース中でもきわめて奥深く取り付きづらいと思われる場所。浅井リーダーの

元、皆で知恵を絞って決めたのが、山仲間 5 人を 2 パーティに分けて丹波から丹波～飛龍山～

竜喰山～将監小屋～唐松尾山～笠取山～白沢峠とクロスでして歩くコース。将監小屋で待合せ

楽しい縦走をお互いやろうと計画しましたが・・・。 

 

台風一過で晴天を期待して私と森さんは丹波でおり立ったが、そこは肌にまとわりつくような

湿度。環境としてはあまり良くない登山開始となった。 初からなかなか休みタイミングのな

いサヲラ峠への登りで滴る汗でシャツをびしょ濡れにしながらも予定より早く到着。サヲラ峠

からしばらくは風が抜ける地形で心地よい。台風の影響で枝や葉が散乱していたが、崩落など

の大きな被害はなさそうだった。 

 

順調に飛龍山を踏み、いよいよ将監小屋への道のルートを歩く。禿岩から 30 分ほどの場所に

ある水場は、コンコンと湧き出ていて冷たくとても旨い。秋口でも湧いているとしたら貴重な

水場だ。この山塊の登山道は笹に覆われ少々ウザく、いつかは金峰から縦走したいと思ってい

た気持ちも少し萎えた。そんなことを考えながらもくもくと歩くと 14 時に将監峠に到着。白

沢峠から浅井リーダー達が来るのはもう少し先だろうと思い、破線ルートの竜喰山に向かう。

さすが破線ルートでのっけから笹に覆われた急斜面を登る。1 つピークにつくと展望の良い場

所で、そこからは笹原ながらうっすらと踏み後もある。途中は展望が良いのだがようやくたど

り着いた山頂は樹林帯の中。それでも山頂看板が立派だったのと三角点があったので満足して

小屋に向かった。 

 

将監小屋では冷たいビールと手持ちのワイン・冷たい水で割った焼酎を飲みながら浅井リーダ

ー達を待つ。小屋のおやじさんが良い人で「これ何の肉だ」と摩り下ろしたにんにくを絡めた

茹肉をいただいた。食べてみると癖のある初めての味。この辺だと鹿肉？と正解だった。こん
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な経験ができるなんて小屋泊まりもありがたい。 

ビール 2 本を空け、ワイン・焼酎に切り替えて待つこと 5 時を過ぎても来ない。だんだん心配

になっていると、小屋のおやじさんが電話をしているではないか！電波は入っていないのにな

ぜ？と聞いてみると電波が入る場所があるらしい。早速その場に行くと電波が入る。数メート

ルしか違わないのに驚いた。 

電話をしてみると繋がらない・・・何回か試みてようやく着信音が鳴った。繋がった！少しほ

っとして場所を聞いたら、ルートロストして笠取山にたどり着けない、どうやら亀田林業林道

に出てしまったようで広瀬湖に向かっているとの連絡あり。当初想定していた将監小屋での楽

しい宴会はパーになってしまったが、広瀬湖で旅館に泊まれたようだったので安堵。明日は白

沢峠で待ち合わせを約束して夕食後飲みなおした。 

翌朝高曇りで展望はあまり期待できないが4:30明るくなると同時に

出発。途中マップで気になっていた西御殿岩に寄ってみたが、ここ

が本当に良い場所だ。この山塊では見られない 360 度の大展望。正

面にはうっすらと富士山も見えた。大菩薩と富士、なかなか絵にな

る。さて 30 分余分に寄り道したので足の調子を見ながらペースを速

めるとまもなく唐松尾山。展望はないが唯一 1 房待っていてくれた

かのように石楠花が咲いていた。ここから笠取までの山塊は低い笹

に覆われた気持ちよい稜線歩きだが、シャクナゲも多く 6 月に周回

してみたいルートになった。朝方の笹原歩きで足元は濡れた。 

残念ながら笠取に到着時はガスに覆われ有名な急斜面の全貌を下か

ら見ることができなかったが、分水嶺にたち笠取でも満足。白沢峠まで走る森さんに必死につ

いていき合流予定時間ちょうどに到着。元気な浅井リーダー達の顔を見てほっとした。白沢峠

にはもう一つお目当ての古びたトラックを

見ながらルートロストした原因を聞いた。原

因は白沢峠からだった。本当は尾根の脇を通

る広い道を歩くところを稜線へ登りあげて

しまい、そこから先藪漕ぎ。確かに尾根に上

がる踏み後があるので先を急ぎ釣られてし

まったのだろう。とりあえず無事に仲間が揃

って車に戻れて良かった。 

それにしてもこの時期の奥多摩は虫が顔中

にタカってしょうがない。森さんの顔がお岩さんのようになってしまったので心配したが、後

日治療で回復したので良かった。夏の奥多摩に行くときは顔を覆うカバーをかぶろうと心に決

めた。一緒に歩いてくれた森さんに感謝です。 

 

草加山の会の皆の力で奥多摩水源界もあと少しで繋がります。自分としても全部繋ごうと頑張

っているわけですが、No.1～6 奥多摩湖上は踏破。昨年歩いた御岳～三頭山もあるので、残り

は白沢峠～三頭山までをどう繋げようか。やっぱり秋の紅葉の時期に 2,3 回に分けてやろうか

と思案中です。 
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トムラウシ山(2141m)・十勝岳(2077m)～美瑛岳(2052m)・ 

富良野岳(1912m)  

       (北海道新得川町・美瑛町・富良野市)      取り纏め：山﨑 正夫 

【日 程】2014(平成 26).7.14(月)～7.19(土)  

【天 気】①晴れ②曇③晴れ④晴れ⑤晴れ･曇一時雨⑥晴れ 

【ﾒﾝﾊﾞｰ】Ｌ．山﨑、下川、山口(敏) 

【ｺ ｰ ｽ】 

7/14(月)草加駅 7:50→8:15 押上駅 8:23→9:15 羽田空港国内線ﾀｰﾐﾅﾙ駅 ＪＡＬ1107 便 

羽田 10:45→旭川 12:35 レンタカー旭川空港→17:00 トムラウシ温泉・東大雪荘 

7/15(火)東大雪荘 3:30→4:00短縮コース登山口 4:15～4:40登山道合流点～5:30カムイ天

上～6:50コマドリ沢分岐～8:00前トム平～8:30トムラウシ公園～10:04トムラウ

シ山頂 10:15～10:40 北沼分岐～北沼～11:02 北沼分岐～11:32 トムラウシ山頂～

13:40 前トム平～14:40 コマドリ沢分岐～16:10 カムイ天上～16:55 登山道合流点

～17:15 短縮コース登山口→17:40 東大雪荘 

7/16(水)東大雪荘→帯広畜産大学→帯広駅前ふじもり本店(豚丼)→白金温泉・元湯白金 

温泉ﾎﾃﾙ  

7/17(木) 4:00 白金温泉（車）望岳台登山口 4:25～5:21 雲ノ平・美瑛岳分岐～5:30 避難小

屋～6:38 スリバチ火口～7:39 十勝岳山頂～平が岳・鋸岳～9:51 お花畑～10:27

美瑛富士分岐～10:47 美瑛岳山頂（休憩）～12:26 ポンピ沢～雲ノ平～14:02 十勝

岳・望岳台分岐～14:50 望岳台 （吹上温泉露天風呂入浴）元湯白金温泉ﾎﾃﾙ→望

岳台～3:30～十勝岳～2:35～美瑛岳～2:30～雲の平分岐～0:40～望岳台→元湯白

金温泉ホテル 

7/18(金) 元湯白金温泉ホテル 7:30→十勝岳温泉登山口 8:00～8:35 三段山分岐(安政火口 

入口)～上ホロカメットク山分岐～富良野岳分岐～11:15 富良野岳山頂～13:25 三 

段山分岐(安政火口入口)13:30～14:00 十勝岳温泉登山口→14:30 吹上露天風呂 

15:00→後藤純男美術館→ハイランドふらのホテル 

7/19(土) ハイランドふらのホテル 9:00→日の出公園→フラワーランドかみふらの→四季

彩の丘→上富良野八景ジェットコースターの道→12:00 旭川駅前梅光軒本店(ﾗｰﾒ

ﾝ)13:00→13:30 旭川兵村記念館･旭川神社 14:00→14:20 旭山動物園 16:45→東神

楽神社(カタクリの群生地)→旭川空港 ＡＮＡ4788便 旭川19:35→21:20羽田→ 

草加 

 

【経 費】電車賃＝1,620円、航空券＝往19,390＋復24,290＝43,680円、レンタカー＝47,070

円/3 人＝15,690 円、ガソリン＝6,372 円/3 人＝2,124 円、高速道路代＝1,430 円

/3＝477 円、宿泊費 8,790×2＋12,030×2＋9,000＝50,640 円 合計 114,231 円 

 

7/14(月)  
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２月３日に下川さん・山口さんと計画を作った北海道山行がやっと実現する。草加駅か

ら羽田空港を経て、旭川空港に着く。旭川空港は、陽射しは強く気温も高いものの、空気

が爽やかだ。ホンダレンタカーの空港窓口で受付担当の愉快な若い女性に申し出て、お店

に向かう。ホンダ・フィットに荷物を積み、１８０ｋｍ先のトムラウシ温泉の東大雪山荘

に向かう。順調に進み、新得町の街並みを過ぎ、山中の林道をひたすら進む。やっと行き

止まりのトムラウシ温泉。東大雪山荘はそこにある一軒宿だ。素晴らしい温泉に浸かり、

夕食に行く。 

レストランの名前がカムイで、入口ののれんは「山人」の落款が押してある「日本の百

名山」という、山名と標高が記されている染め物だ。宿泊客のほとんどが登山目的のよう

だ。館内の掲示を見ると、こんな山奥の一軒宿にもかかわらず通年営業している。さすが

に１０月中旬から６月中旬の晩秋から初夏の間は湯治プラン(７泊以上)又は連泊プランと

銘打ち格安(夏期の半額！)で宿泊できるようになっている。しかも、夏期は営業バスが、

夏期以外は山荘のバスが新得駅まで送迎してくれるという。いつの日か山歩きも厳しくな

ったら、このような雪の中でのんびりとするのも良いかなあ～と思う。それまではしっか

りと山を歩くとしよう。 

 

7/15(火)   トムラウシ山    記：山﨑 正夫 

山荘を３：３０に出発。短縮コース登山口に４：００

に到着。運転の途中から明るくなる。登山口には既に沢

山の車が駐車している。準備を済ませて早速出発する。  

２０分も歩くとトムラウシ温泉からの登山道と合流す

る。道の上に、蔓性の木本の葉の表の先の方の半分だけ

が白いマタタビの葉が下がっている。葉の裏側は普通の

緑色だ。マタタビの葉はこれまで遠くから見ることがあ

ったが、手に取ってみたのは初めてだ。白い部分は時期

により緑色に変化

するようだ。 

ここから泥んこ道

が続く。さらに虫

が顔の周りを飛び回る。坂道になると気が抜けない。

とこらが、先頭を歩く私が足を掛けた所が悪く、滑

ってしまい、道の溝状になっている所に体がはまっ

た状態になってしまった。幸い、道に石等が出てい

なかったので、ズボン、シャツを汚しただけで済ん

だ。危ない所だった。延々と続く泥んこ道を歩み、

やっとのことでカムイ天上に着く。ここからも泥ん

こ道の登り道が続く。漸く、降り始めると、コマド

リ沢。コマドリ沢を過ぎると、長い雪渓登りとなる。

緩んでおり、軽アイゼンは不要。更に２回程雪渓歩

雪渓歩き 



38 
 

きをすると、ハイマツ帯のゴロゴロした岩の道となり、前トム平に着き、ほっとする。更

に大きな岩を越えて行くと、急に平らなトムラウシ公園に着く。池や草花がありきれいな

所だ。小雪渓を過ぎると南沼に到着。黄色いテントが１張り張ってある。ここから巨岩の

急坂を登り、山頂に達する。山頂は霧の中で周りの眺望は得られない。記念撮影の後、北

沼に向かう。山頂からの急坂も岩だらけで、黄色のマーカーを頼りに降るが、所々マーカ

ーを見つけにくい。登る方向からは見つ

けやすいようである。北沼のほとりに出

て、ひさご沼避難小屋への道と別れて、

北沼沿いに歩き、南沼への迂回路を捜す

が、厚い雪に覆われ、トレースもない。

周りはガスでよく見えない。暫し、この

まま進もうという積極派と、引き返し頂

上経由で戻ろうという慎重派が主張し合

う。結局、リーダーの判断で 

頂上経由で引き返すことにする。頂上ま

での道は、来る時と違って、意外とスム

ーズに進むことができた。この日２度目の山頂だ。２度目の山頂は空の一部が明るくなり

回復傾向も見られるが、眺望は相変わらず得られず、諦めて山頂を後にする。前トム平、

コマドリ沢までは泥んこ道や飛び回る虫に往生しながら歩を進めたが、その後のカムイ天

上までの道が思いの外、長く感じられ、きつかった。漸くカムイ天上に達することができ、

ほっとする。ここからは１時間程で朝の登山口に着き、宿舎である東大雪荘に着いた。１

日１３時間の行動時間であった。 

今回のトムラウシ山中の北沼付近での急な天候の変化、一瞬に霧で周りが見えなくなる

等、これに降雨が重なれば、2009(平成 21)年７月１７日のトムラウシ山で９名、美瑛岳で

１名の遭難死の事故はいつでも起こり得るということを自覚する山行であった。 

◎トムラウシ山で出会った植物 

ヒメシャクナゲ(姫石楠花)、マルバハシモツケ(丸葉下野)、エゾノツガザクラ(蝦夷の栂桜)、

イワヒゲ(岩髭)、エゾノリュウキンカ(蝦夷の立金花)、ミツバオーレン(三葉黄蓮)、エゾ

ツツジ(蝦夷躑躅)、サンカヨウ(山荷葉)、エゾフウロ(蝦夷風露)、ハクサンイチゲ(白山一

花)、エゾコザクラ(蝦夷小桜)、チングルマ(稚児車)、キバナシャクナゲ(黄花石楠花)、コ 

マクサ(駒草)、キキョウ(桔梗)、エゾルリソウ(蝦夷瑠璃草)、オトギリソウ(弟切草) 

 

7/16(水)  朝６時までゆっくり寝て、温泉に入り、美味しい朝食をいただく。この施設

は朝３時頃から登山客が廊下を行き来し、更に旅行会社の添乗員が台車でリュック等を運

んでいるにも拘わらず、室内には音が聞こえてこない。更に、隣の部屋の声は勿論、排水

の音も聞こえない。遮音性が高い構造の建物で、なおかつメンテナンスが良い。受付で聞

くと、２０年位前に建築し、８年前にリニューアルしたそうだ。食事も美味しいし、また

来たい施設だ。８時３０分に出発、昨日全容を見ることができなかったトムラウシ山を見

る為にもう一度登山口への道路を進み、望岳台と名付けられた公園からトムラウシ山の全

北沼 
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容をカメラに収める。 

本日は十勝岳麓の白金温泉への移動日

だ。新得の街まで南下するので、帯広の

街に寄ることにする。 

まずは、帯広畜産大学へ。北の果てに

ある国立大学。事務室を訪問し見学を申

し込む。丁寧にもキャンパスマップをい

ただき、危険なウイルス・細菌類の研究

施設と口蹄疫防疫の為非公開の牧場以外

は自由に見学してくださいとのこと。古

い建物群と男臭いキャンパスを想像して

いたが、１学年３００人、内、女性は５２％、大学院、留学生を含めて１，４００名の学

生と２３７名の教職員のいる、３階建てに統一された瀟洒な建物群と女学生の多いキャン

パスだった。十勝平野の真ん中にあり、東京ドーム４０個分の敷地を持つだけあり、広々

とした圃場は勿論、パドックやラグビー場、アメフト場、サッカー場、テニスコートが並

列して設置してあるのは壮観である。疎らにしか入居していない職員宿舎だけは何十年か

前の風景を保っており懐かしい。 

 続いて、帯広の名物料理を食べたいとのことで、帯広市役所により観光資料をいただく。 

町を挙げて豚丼を売り出している。帯広駅前のふじもり本店で豚丼(ちなみに＠９５０円)

をいただく。お昼も食べたし、今度は何処に行こうか。下川さんがその前にカーナビで今

夜の宿舎までどのくらいかかるか調べた方がよいと言ってくれたので、調べると、意外に

遠く、このまま宿舎に向かうことにする。夕方、無事、白金温泉の元湯白金温泉ホテルに

着く。 

 

7/17(木) 十勝岳～美瑛岳     記：山口 敏雄  

 トムラウシ山に続き日本百名山の北海道で５番目の山として、活火山の十勝岳から平ヶ

岳・鋸岳を越え花の美瑛岳への周回を選び十分に楽しむことができた。 

 白金温泉から車で３０分の望岳台に到着。そこは標高９３０メートルの溶岩泥流台地で

森林限界に達している。遥か上方の前十勝

岳の噴煙を目指し歩きにくい火山泥流の斜

面を辿る。雲ノ平・美瑛岳分岐を過ぎると

すぐに避難小屋に着き小休止。小屋からは

足場の悪い溶岩の急登道で、右側からの噴

煙の硫黄臭に咽びながらスリバチ火口の縁

を過ぎると左側に雪渓が現れ、遥か高みの

霧の中に十勝岳山頂が姿を現した。 

 火山灰の急斜面を辿り山頂に達し、山頂

の登山者と記念写真を撮り合いしたが、霧

のため期待した山頂からの眺望は得られな

十勝岳山頂 

望岳台から見るトムラウシ山 
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い。十勝岳山頂の登山者はほとんどがピストンのよう

で美瑛岳方面に向う人はいなく、平ヶ岳は見渡す限り

のスコリアと溶岩に覆われた月世界のようで見渡す限

り一木一草も生えていない。鋸岳の山頂は爆裂火口の

縁が鋸歯状に残り、富士山の砂走りのような斜面を駆

け下りた。美瑛岳への鞍部からは一転してチングルマ

とエゾコザクラ・イワギキョウ・エゾノツガザクラ・

メアカンキンバイ・イワヒゲ等等の大群落の斜面であ

った。 

登山道の左側はポンピ沢源頭の爆裂火口で、右側は雪

渓とお花畑の楽しい登りである。美瑛富士分岐を過ぎ

美瑛岳に到着すると誰もいないと思いきや、徳島県か

ら来たという先行者が一人で山頂を占領していた。昼

食を済ませ、雲ノ平を目指し下山したが、登山道はも

の凄い一気の下りでポンピ沢まで下る途中で、トムラウシで会ったフランス人夫婦と再会

した。６２歳であり３泊４日で大雪山旭岳までの縦走とのこと。実に元気である。 

 ポンピ沢の冷たい沢水で顔を洗い対岸の斜面に上がり、雪渓の沢を横切って約１時間で

十勝岳・望岳台分岐で休憩。望岳台への溶岩泥流の道は登りよりも下りのほうが歩きにく

く意外と時間がかかった。 

 

 望岳台から吹上温泉の谷間にある「吹上露天の湯」に向かい汗を流した。何にも無いが

すばらしいロケーションの秘湯中の秘湯の感であり、このまま維持して欲しい風呂である。 

 

7/18(金) 富良野岳     記：下川 賀也 

早朝、白金温泉から十勝岳温泉へ。登山口出発８時。車が通れるようなハイマツ帯の砂

利道を登る。登山道には黒い蛇腹のパイプが何本か通っている。何だろうと思っていたら、

３０分登った所が安政火口(旧火口)で、盛んに噴煙が上がっている。地肌が何百ｍも丸出

しで奇怪な岩肌が、今にも崩れだしそうな所を通って行く。黒い蛇腹のパイプはこの火口

を監視している建物があり、そのケーブルだと分かった。分岐にあった三段山は崩落の為、

登山禁止。ここからナナカマドやブルーベリーの木(本当の名はクロマメノキ(黒豆の木))

鋸岳山頂 

美瑛岳山頂 再開したフランス人夫婦 
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等が増えだし、花もちらほら出てくる。４０分登った所が上ホロカメットクへ山の分岐で

多数の人が休んでいる。登山道は歩きやすく右側は谷で、左側の上り斜面には時々花の群

落が見え始めた。１時満３０分で三峰山の

分岐に着く。 ここで、道内から来た女性２

人と会い、「富良野岳は花の名山で、毎年登

っているんですよ。」と教えてもらう。 

階段になっている道を過ぎた辺りから、登

山道の両側には色とりどりの花が見え始め、

ある斜面では大きな大きな宝石箱をひっく

り返したように上から下まで斜面一杯に花

が咲き乱れていた。 

 山頂では写真を撮り、三角点に触れ、パ

ンを少し食べただけで、飛んでくる虫の

大群と降り始めた雨で、早々に退散した。

登山口には２時に着く。本日泊まるホテ

ルを探して予約した。 

時間があるので、脱衣所も無い無料の

吹上温泉の露天風呂を楽しみ、近くの白

銀荘に寄った。ここはインターネットに

情報を載せていないが、常に満員だそう

だ。全て自炊で格安に泊まれる山行中に

は都合の良い宿舎になりそうだ。 

途中、埼玉県松伏町在住の後藤純男美

術館(アトリエがある関係で美術館がこ

こにあるとのこと)に寄り、無事、急遽予約した上富良野町のハイランドふらのホテルに着

いた。ロビーから見えるゆっくりした傾斜のある広い庭にはラベンダーが一面に咲いてい

る。また、十勝岳、美瑛岳、美瑛富士、富良野岳が一望に見え、奥にはトムラウシ山が微

かに見える。 

7/19(土) 

ハイランドふらのホテルを９時に出発。日の出公園やフラワーランドかみふらの、四季 

彩の丘の公園を見て、興味のあった上富良野八景の一つ、ジェットコースターの道へ行く。 

北海道の大きさを感じる。ここから、山口さん断っての旭川ラーメンを食べに行く。どう

せ食べに行くなら、旭川駅前にある第１回旭川ラーメン大賞 優秀賞受賞の店・梅光軒本

店に向かう。駅前なので駐車場ビルに車を停め、通りを渡ってビル地下１階にある店に到

着。お客が並んでいる。暫く待ち漸く入店。美味しかった。園木さんの気持ちになる。食

後、旭川兵村記念館と旭川神社を見学し、旭山動物園に入園。閉園の音楽を聞きながら退

出し旭川空港に向かう。途中、大きな道路の真正面に鳥居がある立地が面白い東神楽神社

に寄る。境内を登っていくと囲いがあり、カタクリの群生地と記されている。レンタカー

を返却し、旭川空港のレストランで打ち上げ会をし、羽田空港経由で草加に戻った。 

安政火口 

富良野岳山頂 
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念願の仙丈ケ岳登山(３０３２m） 

              記：石井文子 

平成 26 年 7 月 17 日(木)～１９日(土) 

参加者 Ｌ，石井文子、黒澤登美江 

 

コースタイム 

７月１７日(木) 草加 5：25＝＝北千住 5：46＝＝ 

西日暮里 6：06＝＝新宿 6：20～7：00 スーパーあ

ずさ１号＝＝上諏訪 9：14～19＝＝伊那市 10：34 ＪＲバス高遠往き 10：38＝＝高遠 10：

58～11：10 長谷村循環バス＝＝仙流荘 11：30～12：30 南アルプス林道バス＝北沢峠 13：25  

北岳の山頂が見えるところまで散策往復２０分    こもれび荘泊 

７月１８日(金)こもれび荘 3：50～4：30――三合目 5：45――大滝頭 7：10～25――小仙丈岳

8：10～25――仙丈ケ岳 9：50～10：20――仙丈小屋 10：45  仙丈小屋泊 

７月１９日(土)仙丈小屋 6：10――小屋分岐 6：20――小仙丈岳 7：00――大滝頭 7：55――二

合目テント場分岐 8：50――北沢峠 9：10 

南アルプス林道バス 10：00＝＝仙流荘 10：50～53＝＝高遠 11：23～30＝＝伊那市 11：57～

13：06＝＝岡谷 13：57～10：04 あずさ２０号＝＝新宿 16：34～42＝＝草加 17：30 

 

７月１４日(月)朝、仙丈小屋のホームページを何時もの様に開いたら、｛夜叉神峠～広河原間

で落石があり当分の間通行止め、山梨側から入る人は、気を付けてください｝と、お知らせが

かいてありました。 

交通手段を甲府からバスで入ろうとしていたので、黒沢さんと話し合い、長野方面から、北

沢峠に入ることにし、電車、バスの時間を調べてあずさの時間を変更し計画書を急遽書き直し

ました。 

梅雨前線ばかり気にしていたらまさかの通行止めがあるとは、慌てました。 

 

７月１７日（木）天気晴れ、草加駅で黒沢さんと午前 5：20 待ち合わせ、電車の中は、早朝な

のに混んでいて、西日暮里で山手線に乗り換え、あずさへの乗り換えもスムーズで、 

通勤に慣れていない二人は、驚きどうしでした。 

伊那市駅へは、電車が少し遅れて、10：34 着、バスの発車まで４分しかありませんでした。

ＪＲバスで高遠駅へ２０分待って、長谷循環バスで南アルプス登山の玄関口仙流荘へ、１時間

待って南アルプス林道バスに乗り換え北沢峠到着は 13：25 でした。 

林道バスは運転手がガイドをしながら進むので、戸代口からの川沿いの登山道、仙丈ケ岳の見

られるところ、甲斐駒の 高のポイント、鋸岳の鹿の窓の見えるポイントに車をとめて説明を

してくれるので、１時間の乗車が楽しかったです。一緒に乗った６人のグループは、仙水小屋

に泊まって甲斐駒に登る人たちでした。 

こもれび荘(旧長衛荘)で宿泊の手続きし、一階は個人の宿泊客で二段ベットで上段が女性で、

カーテンで仕切られ個室の雰囲気がありました。団体客は二階でした。水、お湯は宿泊者は、
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無料です。遅い昼食を取り、北岳が見えるところまで散策し、クリンソウ、ギンリョウソウを

見たり、明日の登山ルートの確認をして過ごしました。 

１７:３０夕食は、暖かい手作りコロッケ、鶏肉のトマト煮、デザート、スイーツと、いろいろ

あって頑張って食べました。食事中に雨が降ってきました。夜中１１時頃眠れなくて外に出た

ら雨は止んでいて星が見えなくて明日の天気は曇りかな、と、思いました。 

 

７月１８日（金）天気曇り 午前３：５０眼が覚めてしまい、起床、小屋では午前３：３０

から味噌汁を用意してあり、温かいなめこの味噌汁を飲んで午前４：３０出発、今日は仙丈小

屋泊まりなのでゆっくり行こうと汗をかかないような歩き方で登っていきます。 

午前５：４５、三合目で朝御飯のお弁当を食べる。徐々に登りがきつくなる、 

午前７：１０大滝の頭着、マイズルソウ、マルバタケブキ高山植物が見られるようになるが景

色は曇っていて何も見えない。途中で風が強く高山病になって降りてきた人に出会う。午前

８：１０小仙丈ケ岳到着、小高い岩でした。高曇りながら鳳凰三山がときどき姿を現します。

キバナシャクナゲの群落や、花々の写真を取りながら、ゆっくりゆっくり登り 

午前９：５０仙丈ケ岳到着、黒沢さんが目標にしていた山、去年体力不足で登る事が出来なか

った私、３０３２ｍ仙丈ケ岳制覇です。景色が見たいと３０分留まっていましたが、晴れる様

子がないので小屋に行くことにし、雪渓を歩き１０：４５仙丈小屋到着、 

仙丈小屋は、掃除が済んだばかりでしたが、宿泊の手続きをしてくださり、寝床に案内され、

自炊室もあるのに食堂で昼食を摂らせていただき、お茶まで用意していただいて、こちらが恐

縮してしまいました。外で景色を見ても曇っていて見えないし、気温も１０度で寒いし、まき

ストーブがあり火を焚いてくれ、談話室で本を見

たりして過ごしたら夕方晴れてきて、茅野方面、

伊那市方面の街並みが見え、甲斐駒大きく見え夕

日が木曽駒方面に沈んでいきました。 

午後 5：30 夕食、温かいハンバーグ定食、美味し

そうでした。 

夜中に強風と、大雨でしたが、小屋の中は毛布２

枚なので暖かく眠れました。 

 

７月１９日(土)天気曇り 午前５：００起床、５：３０朝食は焼き鮭定食、美味しかったで

す。 

小屋の人から「風が強いから、飛ばされないように気を付けて、紅葉の時期に来てくださいね。」

と、いわれ不安がる黒沢さんには、「あなたは大丈夫、まだまだ歩けます。」と、太鼓判を押さ

れていました。 

午前６：１０小屋出発、６：２０分分岐風が強い、小仙丈が岳へ向かう途中、「富士山がみえ

ます。」と小屋で一緒だった人に教えられ、行ってみると、大きな富士山が現れていて、実は、

昨日午前中に山頂を踏破したので、昨日のうちに下山したほうがよかったかな。と、考えてい

たのですが、昨日小屋に泊まったからこの景色が見られたと、小屋泊まりにして良かったのだ

と、黒沢さんを誘った甲斐があったと思いました。富士山だけでなく、手前に北岳、間ノ岳、
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その先の山々もみえて、感激でした。午前 7：00 小仙丈ケ岳到着、今日は土曜日なので登って

くる登山者が少しずつ増えていき、午前７：５５大滝の頭、三合目では団体登山者も何組もあ

り、塩見岳までテントを担いでいく登山者も何組もすれ違いました。一合目付近では、「この

辺には熊がいるので気を付けてください」と、これから登る人達に言われ大きな声で話しなが

ら、北沢峠午前９：１０到着、無事下山しました。バス時間の１０時まで行動食を食べたり着

替えたり、林道バスの車窓から１５メートルぐらいのところで野生の小熊を初めてみました。

しばらくして山奥へいってしまいました。バスを乗り継ぎ伊那市駅に１２時ごろ到着 伊那市

駅１３：０６発の電車に乗り岡谷であずさに乗り換え新宿 16：34、草加駅 17：３０到着、雨

が降っていて初めて傘をさして家路につきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

仙丈ケ岳で見られた花（植物図鑑で調べましたが不安な花の名前もあります） 

クリンソウ、ギンリョウソウ、ゴゼンタチバナ、マイズルソウ、マルバダケブキ、タカネシオ

ガマ、コイワカガミ、ツガザクラ、アオノツガザクラ、イワヒゲ、コケモモ、ミネズオウ、オ

ヤマノエンドウ、イワベンケイ、キバナシャクナゲ、キンロバイ、チングルマ、タカネスミレ、

ハクサンイチゲ、ミツバオウレン、イワウメ、ミネズオウ 

 

南アルプス林道バスの車窓から見えたもの運転手の説明つき 

オオビランジ、シナノナデシコ、ヨツバヒヨドリ、ハクサンシャクナゲ、桂の木(甘い香り）、

タマアジサイ、アサギマダラ(蝶々）鋸岳鹿の窓、野生の小熊 
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硫黄岳～横岳～赤岳 
記：木原初枝 

日程：平成 26 年 7 月 19 日～20 日 

メンバー：Ｌ新島、千葉、尾崎、平野、大門、鎌形、木原 

コースタイム：（19 日）11：10 桜平⇒11：50 夏沢鉱泉⇒12：40 オーレン小屋⇒14：40

硫黄岳⇒14：10 硫黄岳山荘 

       （20 日）4：45 硫黄岳山荘⇒5：50 奥ノ院（横岳）⇒ 

        8：50 赤岳⇒10：30 行者小屋⇒13：45 美濃戸口 

 

 

 

（19 日）南八ヶ岳の横岳を登ったことがなく、行って見たいと思っていたので同行させて

もらった。 

三連休で満席の「あずさ」をさけ普通車を乗り継ぎして茅野までゆっくり列車の旅をする。

タクシーで桜平まで入ってもらう。 

天気予報は良くないが登山口から歩き出した頃には空が明るくなってきたのですが、夏沢

鉱泉を過ぎオーレン小屋で小休止していたらポツポツと降ってきた。雨雲の動きをみてい

るうちに強くなってきたので、しっかり雨具をつけて樹林帯を登る。暑いし、歩きにくい

です。硫黄岳を目指して登っていく。稜線に出たあたりで大きなカミナリの音がしてびっ

くりした。雨も強くなり視界も悪くなって山頂についても何も見えないです。小屋の近く

になったらコマクサが咲いていた。雨のなか硫黄岳山荘に到着。小屋も空いていて私達の

部屋に他の人が入ってこなかったので 7

人で貸し切りです。夕食前にビールやワ

インで乾杯ホッとするひとときです。8

時消灯。 

（20 日）朝食を弁当にしてもらい 5 時に

出発する。 

雨は降っていない。ゆっくりペースで登

る。登山道の左右にロープがしてありそ

の中に沢山のコマクサがあり、白のコマ

クサやウルップ草も咲いていました。 

早朝、横岳山頂に着く。感動！ 

ここからはクサリやハシゴのあるアップ

ダウンをしながら展望荘を目指す。ここで小休止。ここで残りの弁当を食べる。 

赤岳山頂は晴れていて良く見えるが今日一番の急登、一歩一歩登る。山頂は大勢の人がい

ました。 
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これからのコースは下りなのでちょっぴりホッとする。文三郎尾根を下山したが階段が多

くなっていてビックリする。テントや人でにぎわっている行者小屋を通り美濃戸山荘まで

下り、又ここからバス停のある美濃

戸口まで車道歩きです。自家用車に

どんどん追い越されながらひたすら

歩く。やっと着いたバス停の店の中

も外も大勢の登山者でにぎやかです。

風呂も混んでいて順番待ち。名前を

呼ばれ 15 分位で入浴し急いであが

るとバスが来ていて皆さん乗車して

いました。私は新島さんから席を譲

ってもらい座らせてもらいました。

ありがとう。茅野に着き 15 時 50 分

の「あずさ」に乗ることにし自由席に並ぶ。指定席は満席とのこと。しかしホームに入っ

てきた列車は自由席はガラガラ、ラッキー！全員同じ車輌に座ることができてホッとする。

南越谷に無事到着。新島さん、同行者の皆さん、ありがとうございました。 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



47 
 

八峰キレット踏破（五竜・鹿島槍） 

記：山口裕史 

◆山行日：２０１４年７月１９日～２１日 

◆メンバー：L 山口（裕）、森、三浦 

◆コースタイム: 1 日目：5 時間 35 分 

八方第 3 駐車場 5:30～5:40 ゴンドラ～6:30 リフト終点 

登山開始 6:50～八方池 7:35～9:15 唐松岳頂上山荘 9:30～9:45 唐松岳～10:00 唐松岳頂上

山荘～12:25 五竜山荘 

2 日目：10 時間 15 分 

4:30 起床～五竜山荘 5:25～6:25 五竜岳 6:35～9:20 八峰キレット小屋（昼食）9:45～吊尾

根分岐～11:10 鹿島槍北峰～11:23 吊尾根分岐～11:50 鹿島槍南峰～12:30 布引山～13:05

冷池キャンプ～13:12 冷池山荘 13:30～14:55 爺ヶ岳南峰～15:40 種池山荘 

3 日目： 

爺ヶ岳ピストン 1 時間 40 分 

3:40 種池山荘～4:25 爺ヶ岳南峰 4:50～5:20 種池山荘 

下山 2 時間 5 分 

下山開始 6:20～7:40 ケルン～8:25 柏原新道登山口 

8:30 タクシーで八方第 3 駐車場 9:10 

 

昨年の 3 連休に計画し雨のため断念した八峰キレット縦走。今年は樋口さんから引き継い

だ高座ルートなのでなんとしても行かねばなりません。が、今年も天気予報が悪く前日に

車配送をキャンセルして、天気が悪ければ五竜から下山、なんとか持てばキレット縦走す

ることにし、とりあえず八方まで行くことにしました。 

 

朝八方からゴンドラ・リフトを乗り継ぐと稜線は既に雲に覆われているも遠くの展望は良

く、何とかもってくれないかと祈りながら登り始める。が、祈りもむなしく歩き始めて 1

時間もしないうちに雨が降り始める。ガスの中に突入して楽しさ半減だが、咲き誇る花に

気力を貰って登る。八方は初めて来たが花の種類が多く楽しめる。特に唐松山荘近くはあ

まり見たことないクロユリが咲いていた

のが嬉しい。 

ガスの中、唐松岳をとりあえずピストン

し五竜まで歩けるか様子をみる。雨から

ガスになってきたので、予定通りまずは

五竜山荘まで出発。序盤の牛首鎖場で先

が思いやられるなーと感じたが、そこを

過ぎれば稜線歩きだった。 
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張り場が少ないと聞いていたテン場も十分余裕があり、ゆるりと張ろうと思ったら急に雨

が降り出してきた。ギリギリセーフでビールを購入してテントに逃げ込む。風も強く急激

に温度も下がる。乾杯後は、とりあえず時間

も早いので 3 人で昼寝、なんて贅沢だ。明る

さにふと目がさめるとガスが切れてきた。五

竜のごっつい大きな山姿を見ながら焼酎お湯

割で乾杯。 

その夜から未明にかけて大雨と雷。当初予定

していた 4 時半出発を遅らせて様子を見ると

晴れだしてきた。これで八峰は行けると決心

し 1 時間遅れでスタート。順調に登り山頂へ

ついたときには天気がもってくれた。五竜か

ら見る鹿島槍の遠さにたじろぐが意を決して、下り始めた。山頂直下は G4,G5 と続く鎖場

とザレの急坂。槍穂の大キレットに比べ、意外に岩はしっかりしているのでそれほど苦も

なかったが、大キレットよりも緊張する時間が長いか。キレット小屋手前の急な鎖場がな

ぜか濡れていて一番緊張した。 

それにしてもキレット小屋の場所は凄い。よくこんなところに作ったものだ、しかも綺麗

だし。今夜は 50 人満室予定と聞いて結構歩く人いるんだなーとしみじみ思う。さてキレッ

ト小屋から鹿島槍への登り、しょっぱなが核心部。ただし、鎖、はしごがばっちりで少し

拍子抜け。さらに鹿島槍へは急坂が続くが登りは心配要らない。急で 2 度偽ピークっぽか

ったが GPS を確認しながら登ればがっくりすることもない。 

鹿島槍北峰に到着。既にガスの中であるが、南

峰が一瞬見えてその高さにがっくりする。標高

的には 50m 程しか変わらないがでかく見えた。

北峰もそこそこに、ガスの南峰に向かった。南

峰山頂到着、サッと北峰が見えた。きっと鹿島

槍のみのピストンなら北峰は行かないだろうな

ーと思う遠さを感じる。まず 2 座登頂を祝う。 

ようやく先が見えてきて、テン場の選択を迫ら

れた。手前の冷池山荘か、爺を越えて種池山荘

か。結果、コースタイムがまずまずだったこと

と、山荘までテン場が離れていてトイレが怖い

ということで爺を越えることにした。まーそう

すれば 3 日目の下山も楽だし。 

爺を登り始めると結構しんどい、せめて展望が

あればよいがガスの中。足がなかなか進まないところに登場した雷鳥。親子を見てパワー

を貰え山頂まで頑張れた。展望もないので種池山荘へ急ぐ。 

山荘にてテント設営後、待望の生ビールを一気に飲み干す。900 円と山価格だが、至福の

瞬間だ。そしてもう一杯。寒くなってきたのでテントでお湯割りを嗜み夜も更けた。 
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3 日目早朝。外を見ると星空と月明かりとようやく待望の天気となったので、軽身で爺ヶ

岳を目指す。南峰に到着するとご来光はもうすぐだが、中峰付近から出そう。もしかして

被って見えない・・・嫌な予感。が、それも取り越し苦労でちょい右から出てきた。久し

ぶりのご来光。剣岳・立山が紅に染まる。槍も見える 高の早朝だった。 

小屋に降りてくると、スタッフの人が「久しぶりに剱岳が染まった」と言っていたのを聞

き、満足度はさらに高まった。柏原新道は石が滑り易いが、さっと下山し小屋で予約した

タクシーで八方に戻った（タクシー代 11,000 円）。今回は天候不良の可能性もありました

が、一緒のペースで歩いてくれた森さん、三浦さん、今回もありがとうございます。 

 

次の機会があれば八方池からの白馬を見るべく不帰ノ嶮を通り白馬へ続く稜線歩きをした

いものだ。 

 

 

. 
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40 周年記念山行-裏銀座コース「野口五郎岳、鷲羽岳、水晶岳」 

 記 浅井 昭光 

・場所   裏銀座コース 

・メンバー 浅井て、兼堀（車）、杉山、森はな 

   

「ブヨにご用心あれ！」 

7/24 早朝ＡＭ4：00 に草加を出発して、信濃大町駅前にあるタクシー会社に到着したの

が、ＡＭ8：00 だ。天気は、晴れ曇で雨は降っていない。身支度をして高瀬ダムまで行く。 

長い吊り橋を渡り広い河原を進んでいくと、裏銀座コース登山口の看板が目に入る。ここ

からが登山道だ、さあ！出発 10：00 だ。登り口辺りは少し蒸し気味で、次第に高度を上

げて行く。かなりの急登のところもあり、30 分一本休憩を取りながら一歩一歩登る。徐々

に周りの景色や稜線が見え始める。もう少しだ！やっと小屋が見えた。午後 3：00 時のこ

とだった。少し休憩をとり、烏帽子岳まで 1 時間半という事で行くことにした。道端には、

駒草の群生だった。とてもみごとな群生に皆感激して楽しんだ。烏帽子岳かと思われたと

ころが実は、前烏帽子だった。今日は、ここまでと小屋に引返した。夕食が終わるころ、

森さんが目の上を虫に刺された事が判明、しかも、両目を刺された模様。明日は歩けるの

だろうか？かと誰しもが心配する。時間が経つにつれ腫れがひどくなってきた。目の上だ

けに塗り薬も怖い。一晩、様子を見て明日の

朝考えることにした。翌朝、かなり腫れてい

るという事で、瞼を開けることがほとんど出

来なく、停滞をして一日様子を見ることにし

た。その間、森さんを置いて 3 人で烏帽子岳

へ朝出発した。昨日登った前烏帽子岳を通り

過ぎても、ガスがかかり烏帽子岳は姿を見せ

なかった。烏帽子岳の分岐を過ぎた辺りから、

烏帽子岳が時折姿を見せ始める。白い岩の鎚

立岩で、3 人で慎重に足を運びながら、分岐

から 40 分ぐらい掛かって岩の頂、烏帽子岳山頂に着く。岩の陰にたくましくシャクナゲ

の花が、一株咲いているのが印象的だった。2 時間半ぐらい掛かって小屋に戻り、森さん

の様子を伺ったがあまり容態に変わりがなかった。烏帽子岳の途中にあった雪渓の雪で目

を冷やしたら良いかもしれないと思い取りに行く。午後天気が良くなり、赤牛岳や薬師岳

の稜線がよく見えて来た。 

明日は天気が良さそうだ、一日停滞して明日の森さんの回復を燃え立つ夕日に願った。 

7/26（土）朝 4：15 分、森さんが歩けると言う事で、小屋を出発し三ツ岳へと向かう。 

今日は長丁場だ。できたら水晶岳も踏みたいとみんなに気合を入れつつも、ゆっくり歩い

て 30 分で 5 分の休憩を取ることも皆に伝える。森さんが、ガンバッテくれる事を願う。 

三ツ岳（5：30）で朝日を見て、野口五郎岳へと向かう。この辺はとても歩きやすい道で
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距離を稼ぐ。野口五郎岳（7：50）到着し腹固めをする。森さんの調子は良好である。 

真砂岳を過ぎると水晶小屋が見えはじめ、その奥には大きな鷲羽岳が見え、まだまだ遠く

感じた。水晶小屋（11：20～11：50）に着くと、皆でインスタントラーメンを食べて水晶

岳へと向かう。はじめはなだらかな道が続くが途中からは岩場の連続で、森さんが遅れぎ

みになる。ゆっくりと進む。12：35 分水晶岳山頂に着く。景色は雲がかかりあまり良好で

はないが、皆で頂に立てることが出来た。早々に山頂を後にして小屋へ戻る（13：20）。 

さあ！後は、鷲羽岳だ。気を入れなおして歩くこと 2 時間、やっとの思いで鷲羽岳山頂（15：

20）に着く。山頂からは良く周りの山々が見渡せた。本日の宿、三俣小屋も眼下に小さく

見える。今日、歩き始めた道が、遠く遠くにたどる事が出来、皆「良く歩いたな！」と感

動した。さあ！本日 後の下りです。気を抜かずに下りましょう、出発だ！ 

かなり長いくだりで、小屋は見えていてもなかなか着かない。17：05 分やっとの思いで 

三俣小屋に着く。受付をしていると、診療所があると聞き、森さんを見て貰った。しばら

くして、私が呼ばれて先生と話をした結果「このまま西鎌尾根を歩くことは、本人にとっ

てとても危険だから明日は下山しなさい」とドクターストップを掛けられてしまった。 

戻って皆と話した結果、新穂高温泉へ下山と決めた。下山とはいえ 9 時間のコースだ。 

下山してからの事はまだ分からない。とりあえず明日は下山である。 

 7/27（日）朝 3：30 に起きたが、外は強風と濃い霧と雨で何も見えない。少し時間を遅

らせる。4：40 分三俣小屋を後にして、三俣蓮華岳を巻道で通り、双六小屋に出てわさび

小屋へ向う。わさび小屋到着（12：55～13：20）ここで、タクシー会社と連絡が付き、新

穂高温泉の登山道入口にある、ニュータカオホテルに迎えに来てくれる事になる。これで、

今晩うちに帰る事ができる。皆喜んで、早くホテルで汗を流したい気持ちになった。 

ホテルに 14：15 に着き、風呂に入ってタクシーを待って新穂高温泉（16：15）を後にす

る。 

今回の山行で一番の成果は、一日の予備日があって、一日停滞しても森さんが行きたいと

言ってくれた事が、3 日目の天気に繋がり一日中晴天の中、烏帽子小屋から三俣小屋まで

歩き通す事が出来ました。森さんにとっては、むろん大変な事だったと一緒に歩いていて

感じました。あくまでも、結果論かもしれませんが、メンバーの皆さんお疲れ様でした。 
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角間山（1980ｍ）～湯の丸山（2101ｍ） 
                     記・阿部 芳夫 

日時・・・・・Ｈ２６・７・２５日 

メンバー・・・Ｌ小林（い）・小野寺（英）・山本・阿部 

コースタイム・松原団地西口 5：30 出発＝＝関越道＝＝上信越道＝＝鹿沢温泉紅葉館前駐車場

8：30 着～8：45 登り始め～角間峠～角間山 10：10～10：30～角間峠～湯の

丸山北峰 12：00～12：10～南峰 12：20～鐘分岐 13：10～佐助の碑 13：50～

13：55～駐車場 14：15 到着 

 

７月２５日は天気も大丈夫のようなので山行日に決め、5：30 分頃松原団地駅前を出発。 

外環から関越道・上信越道と順調に進み東部湯の丸ＩＣを降りて車は 3Ｈ程で鹿沢温泉紅葉館前駐

車場に到着、駐車場も結構広くどこにでも止めることができた。 

車を止め登山の準備をして、ザックの中身の話をしていると、スイカの話になり４人中３人がスイ

カを持って来ている事がわかった。３人分では多いので一人分を車に置いて行く事にして２人分を

持って行く事にした。登山口は駐車場からすぐの所と少し離れた所にも一か所登山口があった。角

間峠方面と地蔵峠方面が違うので登るときは気を付けてよく見て間違わないようにした方が良い

と思う。我々は角間峠方面に向かって登り始めた。 

登山道は始めから結構な急登になっている、しばらく続く。今日は暑い所に蒸し暑さも加わって汗

びっしょりになって笹原を登っていると後ろの方でガサガサ音がした、 後尾の人が笹の所を歩い

たのだろうと思っていた。 

すると又ガサガサ音がしたので小野寺さんが後ろを振

り向くと今我々が通った山道を小熊が横切ったと言っ

ている、と、言う事はさっきのガサガサ音は親熊が横

切ったのだろうと皆声を出し合ったり笛を吹いたりし

て熊に警戒して歩いた。そうこうしているうち角間峠

の「あずまや」に到着しそこで冷たいスイカを食べた。

汗もかいていたのですごくおいしかった。次は角間山

に向かって歩き出した。登山道も、急登も終わりだい

ぶ楽になってきた。道の廻りには小さな花だけど結構

あっちこっちにいろんな花が咲いているので気がまぎれる。その内角間山に到着、少し休憩を取り

又出発角間峠を通り今度は湯の丸山に向かって登り始める。多少の急登はあるが順調に登れる。湯

の丸の北峰に到着だそこで少し休み、奥の方の南峰を眺めるとなんと南峰頂上に何十人もの人間が

うごめいているようだ。小学生の大団体が来て昼食をとっているようだ。我々も南峰に行ってみた

が子供たちが食事中なので下山時一緒になると混雑すると考えそのまま降りることにした。下山時

まだ登ってくる子供達もいた、引率の先生も大変だと思いながら下って行った。鐘分岐まで来て木

柵から牧場の中に入り牛糞に気を付けながらどんどん下って行った。牛の足跡と糞は至る所にある

が牛を見ることはできない、そうこうしている内佐助の碑に出て休憩し又下るとあっと言う間に鹿

沢温泉駐車場に到着だ。ここの日帰り温泉に入浴しセットのソバを食べて駐車場に行き又スイカ・

パイナップルを食べて車に乗り山を後にした。リーダー始め今回参加の皆さんお疲れ様でした。 
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会津駒ヶ岳 

（2132.6ｍ） 

記：畑野 仁美 

◆山行日：2014 年 7 月 27（日）～28 日（月） 

◆山行者：L 園木毅・関口美津江・大門京子・平野祥子・加藤紀久子・新島和子 

畑野仁美  7 名 

 

◆コース： 

１日目：駒ヶ岳登山口 7：10～水場 8：50～駒の小屋 10：45 

２日目：小屋～会津駒ヶ岳 8:35～中門岳（2060ｍ） 

～小屋 11：15～水場～駒ヶ岳登山口 13：50   

◆宿泊地：駒の小屋 

 

土曜日は小屋が満室とのことで日・月の山行となった。それに午後から雷雨予報で朝２時

の出発です。 

登山口は急な階段から始まる。この先も少し急な

登りが水場まで続く。２年前に来たけれど記憶が

あいまい、やっと水場まで来たって感じです。ま

だしばらく樹林帯が続く、そのうちポツポツ降り

始めた、予想より早い。雷さん来ないでね～ 

木道に出ると湿原が広がり可愛い小屋も見えるは

ずが雨で見えません。 

お昼前に小屋に到着、着替えをして後は宴会です。

小屋は素泊まりのみで食事は自炊となります、自炊場も狭く夕食は到着順で交代制でした。 

雨は止みそうにないので山頂と中門岳へは明日の早朝からとなりました。 

小屋前に小さい池がありイワイチョウやハクサンコザクラが咲いています。ちょっと外に

出たりおしゃべりしたりして時間を過ご

します。夕食はまた新しいメニューのカ

レーチーズフォンデュー美味しいご飯を

有難うご馳走様でした！！ 

翌朝は４時起床、雨は止んでいましたが

外は霧で真っ白です。「今日は絶対晴れる

ので待とう」とのことで皆さんの出発を

見送りノンビリと朝食をすることにしま

した。 

朝食もカニとホタテの、あんかけチャー
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ハンご馳走様でした！！ 

空はなかなか晴れてくれません、私は小屋で停滞するのは慣れていますが皆はそろそろ飽

きてきたようです。でもリーダーの号令はかかりません。晴れた景色をなんとしても楽し

んでもらいたいとのことです。 

８時過ぎにやっと晴れ間が見え出発となりました。まずは会津駒ヶ岳の山頂へ残念ながら

景色は見えませんでした。続いて中門岳へハクサンコザクラの群落と残雪の気持ちのいい

稜線歩きです。そのうち景色も見え綺麗な風景が広がります。 

池がみえ中門岳に到着です、なんか不思議なところ広い池のほとりに中門岳の標識があり

ます、でもまだすこし奥の登ったところにも池があり眺めもいいところなのにここには標

識がありません。いつまでもノンビリしたいところです。 

帰りにもう一度駒ヶ岳の山頂へ登りましたがやっぱり山頂での景色は望めませんでした。 

小屋に着いたのはもう１１時過ぎです。予定していたキリンテへの下山はあきらめ元来た

道を帰ります。 

リーダーの読み通り晴れ

て綺麗な景色が見ること

が出来てみんな満足顔で

す。 

またこの時期に来ること

が出来て良かった、キリ

ンテ方面もどんな花や景

色が楽しめるか今度は歩

いてみたいです。皆さん

有難うございました。 

 

 

 

 

 

 

このお人形は２０代ぐらいのお兄ちゃんが連れてきて山のあち

こちで撮影していました。ぬいぐるみなら見たことあるけどこ

んな大きい人形は初めてです。いろんな山で撮影しているよう

です。私のクマモンと２ショット撮らせてもらいました。 

フェイスブックで見られるそうです。 

チョット不思議ちゃんでした？？ 
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４０高山  大天井岳（２９２１ｍ） 

                       記：鎌形 瑞枝  

 

✿日  程―２０１４年８月２日～４日 

✿メンバー―L 鎌形瑞枝、大門京子 

✿コース――2 日―秋葉原 21：55 発中房温泉行き 

      3 日中房温泉 6：00―合戦小屋 8：43―燕山荘 10：10― 

        燕岳往復 11：20―大天荘 14：30―大天井岳往復 15：00 

      4 日大天荘 5：45―常念小屋 7：45―一の沢登山口（ヒエ平）10：45 

 

ダブルの台風で悩みましたが、ネットの山の天気は良さそうなので出発しました。 

3 度目の中房温泉は大勢の人でにぎわっていました。温泉旅行で来たいところです。 

予定より早めに中房温泉に着き、朝食をとり、いきなり急登の始まりです。そうだここは、

北アルプスの三大急登でした。第一、第二、第三と順調に進み、富士見平は近くの山のみ

で富士の姿はありませんでした。コースタイムで合戦小屋に着き、一切れ 800 円のスイカ

を半分ずつ頂きました。甘みが少なかったけど。心身共に冷製になれた感じで再出発。樹

林帯は物凄く暑く、久しぶりで大汗をかきました。雲が多く、日差しは時々で UV カット

の心配はあまり必要ない天気でした。燕山荘直下で熊が食事中のようでしばらく見物させ

てもらいました。奥多摩と今年は 2 回目です。 

リュックをデポして燕岳へ。コマクサがこんなにあったなんて。白砂にピンクがとても

映えます。まだまだ見頃のようで、北燕岳方面も咲いていました。 

燕山荘で休憩中に小雨が降り出し、レインウエア―

着用。ほとんど霧雨の感じ、青空も時々で、途中で脱

げるくらい暑くなりなした。槍ヶ岳はもちろんお天井

岳、水晶も雲の下で雷雨でないのが慰めでした。どこ

までも砂礫でコマクサが続いていました。 

コースタイムで大天荘に到着。明日はわからないの

で、山頂へ。標高 2500m 位から上は雲の中でどれが

何山か？残念！明日の天気を期待し小屋へ。 

夜中に音がするくらい雨が降り、4 時でも降ってい

ました。食事後もやむ気配がなく、天気予報は雨が上

がることはないようでした。究極の選択で下山に決め、

男性 2 人のパーティが常念を諦め下りるとの事で、ご

一緒させてもらいました。どこまでもコマクサがあり、

たくさんのお花畑を楽しみながら下山できました。大門さんに感謝です 
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聖岳登山(３０１３m） 

              記：石井 美樹 

日 程 平成 26 年 8 月 2 日(土)～5 日(火) 

参加者 Ｌ，石井美樹、石井文子、山﨑正夫、木原初枝 

日 程  

8 月 2 日(土) 松原団地西口 4：30 ＝＝自家用車＝＝ 白樺荘 10：00 

8 月 3 日(日) 白樺荘 6：40＝＝井川観光協会バス＝＝聖岳登山口 7：40・8：00－ 

聖平小屋 14：45 

8 月 4 日(月) 聖平小屋 4：20－小聖岳 6：00－聖岳 7：50・8：00－奥聖岳 8：30－ 

       聖岳 9：10－聖平小屋 11：30 

8 月 5 日(火) 聖平小屋 4：10―吊り橋 8：10－聖岳登山口 9：35・10：00＝ 

＝井川観光協会バス＝＝白樺荘 11：00・12：50＝＝自家用車＝＝ 

草加 19：00 

南アルプスの南には、なかなか訪れるチャンスがなかったが、昨年の荒川三山に引き続

き、聖岳に登ることが出来た。 

小屋泊まりで、しかも、ピストン山行という計画の為か、珍しい仲間が参加してくれ、

４人の楽しく、しかし、長い雨山行が始まった。 

山行全体の印象は、雨ばかり、強い風の山、お花畑で癒された、人が少ない、であった

が、いろいろな経験をさせてもらい、色々と勉強になった。 

それでは、勉強の一端をご紹介しましょう。そんなの常識と、知っていた方は、ごめん

なさい。 

｛ポイント１｝：白樺荘の利用 

南アルプスの南を狙う場合は、椹

島ロッジと東海フォレストの送迎バ

スを利用することしか、選択肢がな

いと思っていたが、今回、臨時駐車

場の親切なおじさんに、白樺荘と井

川観光協会の送迎バスの利用を教え

てもらった。 

今回も、椹島ロッジへ行く、畑薙

ダム臨時駐車場１２時発の送迎バス

に間に合うように、朝、草加を４時

半に出たが、白樺荘に泊まることに

すれば、ゆっくり、草加を出発し、夕方までに白樺荘に到着すれば、翌日、６時の朝食を

取り、井川観光協会の朝一番の送迎バス６時４０分発を利用すれば、聖岳登山口に８時に

到着することができ、かなり楽ができるのである。また、鹿肉の刺身が出るなど、料理も

楽しめるのである。それも１泊２食で、７０００円と値段も安い。椹島ロッジより、１０

００円も安い。 
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｛ポイント２｝：台風は遠く離れ

ていても、山には雨と風をもた

らす。 

 先月のトムラウシ登山もそう

であったが、台風が通過し、北

海道の天気予報は快晴であるの

に、トムラウシは、雨の連続で

あった。また、今回も、台風 

１２号は、まだ、沖縄近海にい

て、中部・関東の天気予報は晴

れなのに、聖岳は雨また、雨で

ある。大雨で風も強かった。 

 

 ｛ポイント３｝：雨具は良いものを買え。 

 トムラウシも聖岳も、雨の山行となったが、雨具を新調したばかりで、快適に歩くこと

が出来た。しかも、雨で何にも見えないが、花畑だけは微笑んでくれて、雨の山行も捨て

たものではないと思えた。特に、聖岳と奥聖岳の中間にある花畑は、つらい登りを忘れさ

せてくれた。これは、花の美しさはもちろんだが、雨具の快適さがあってこそだと思った。 

 

 ｛ポイント４｝：ヘッドランプが壊

れた。 

 昔は、ヘッドランプの電球が切れ

て、点かなくなる事が頻繁にあった

ので、変えの電球を持っていくのが

常識であった。しかし、 近はＬＥ

Ｄのため、球が切れることがなくな

り、予備電池を持っていく程度にな

っている。ところが、今回、ヘッド

ランプの本体が壊れて、電気点かな

いのである。 近、靴の底がはがれ

る事件は、良く聞くようになり、針

金を持って行けなどと言われているが、ヘッドランプの予備も必要だと思う。特に、暗い

うちから、歩き始める夏山においては必需品である。予備ものは、軽くて光量の少ないも

ので良いが、持っていけば安心である。 

｛ポイント５｝：山小屋を経営するなら、フルーツポンチを振る舞うこと。 

 雨の降る中、聖平小屋に到着した。私が受付をしている時に、山小屋の従業員が同時に

到着した３人の仲間にウエルカムドリンクの代わりに、フルーツポンチを振舞っていた。 

後で私もいただいたが、味もうまいし心使いにも感激し、いっぺんに聖平小屋が好きにな

った。山崎さんは、小屋の方にお断りをしてから２回もお代わりをしていた。     完 
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北岳～間ノ岳～農鳥岳～広河内岳（高山４０座） 
（3192.4ｍ）～（3189.3ｍ）～（3025.9ｍ）～（2895ｍ）       

 

山 行 日 ：平成２６年８月３日（日）～６日（水）        記：小野寺 英子 

メンバー：Ｌ小野寺（英）・小林（い）・新島 

１日目 歩程 3・30 
南越谷 6：27＝立川 7：21（あずさ１号）＝甲府着 8：28 バス 9：00＝奈良田 11：30＝広

河原着 12：15 広河原山荘発 12：40～分岐 12：55～白根御池小屋 15：10 泊 

 

行って来ましたよ～～！！ずっと暖めてた「白峰三山」で～す。 
南アルプススーパー林道が台風で土砂崩れの為、通行止のニュースに少々慌てたが、奈

良田径由で代替運行が甲府から３時と９時の２便ある事が分かり、ホッとする。 

予報では、３日間お天気のようで気を良くして広河原に着いた。 

先ずは野呂川に架かる吊橋を渡り、広河原山荘に着く、今日は一番短いコースで 

気持ちは楽だ。取り敢えずネットで見た、広河原山荘の野菜カレーに舌鼓をうって 

出発です。晴れていたら北岳を見て、二股コースから白根御池小屋に行く予定だったが、

お天気がぱっとせず、御池小屋への原生林を進む事にした。分岐からは木の根が張り出て

滑りやすく、きつい登りが延々と続く、展望も無く、それに暑い！！時折、ガスで濡れな

がら、予定より早く白根御池小屋に着いた。平成９年に建てたという綺麗な小屋で、食事

も良く、スタッフも感じが良い。“今日は御布団一枚に二人です”と言われたが、二枚に三

人と楽々、館林からの混合５人組と明日の天気を祈って布団に潜る。 

２日目 歩程 5・30 
御池小屋 5：50～二股 6：20～草すべり合流点 8：30～小太郎尾根分岐 8：50～9：00～肩

の小屋 9：30～9：50～北岳山頂 10：40～北岳山荘 12：25 泊 

 

朝食を済ませていよいよ北岳を目指すぞ…と意気込んだが雨！ 初から雨具を着け

ての始まり、テント場を抜け、小さな御池を左に、右に草すべりの傾斜を登る人達を見な

がら二股へ、分岐までは順調です。夕べ小屋の人が、“八本歯のコルは雪渓と落石で危険で

す。なるべく行かないように”と言っていたが、果敢にも団体さんが進んで行った。時折

振り返るとガスが抜けた風景から、雪渓を歩く団体さんが見える。 

私達は 初から花を期待して、右俣コースを進む予定だから… 期待通り、ハクサンフ

ーロ、グンナイフーロ、タカネナデシコ、シナノキンバイ、シオガマ等々、沢山の花に出

逢えた。しかし、合流まではとても急登でフウハウ云いながら登る。 

合流付近にはシナノキンバイとイブキトラノウの群生が凄い！小太郎尾根の分岐では

何組か休んでいた。ちょっと休憩を摂るが、ガスで全く見えない！ 本来なら素晴らしい

展望の筈がトホホ…。気を取り直して肩の小屋を目指す。急な岩場を難なくこなし、３０

分で小屋に着いた。ガスと風で寒くなり、小屋に入り暖かい飲み物を摂る。 

小屋は余り泊まりたく無い感じだな？ 小屋の左を廻り込み、いざ北岳へ！ 
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急斜面を越えて、西側からガスと共に凄い風が吹き上げてくる。飛ばされないように踏ん張

って登る。山頂に着いた。あら不思議！山頂は風がなく… 休憩をゆっくりとる。後は北岳山

荘に下るだけだが、展望が無いのでしぶしぶ下山です。北岳山荘は予約が出来ず、３時位まで

に小屋に入るように云われている。足元が崩れやすいので、落石に気を付けて下る。小屋には

意外と早く着く、びっしょりの雨具を脱いだが、小屋には乾燥室が無かった！ 

女性だけの部屋でのんびりするが、窓ガラスが風で悲鳴を挙げてるように聞こえる。夕食前に

明日のコースを下見しておく。明日は風が収まるだろうか？夕食はまあまあだった。明日は４

時出発で早めに休む。しかし、夜中に雨や風の凄さに、ヘットランプ付けての早い出発は危険

と思い、御二人に明るく成るまで時間をずらす事を伝える。 

３日目 歩程 10・40 
北岳山荘 5：00～間ノ岳 7：00～農鳥小屋 9：00～農鳥岳 10：30～大門沢下降点 

11：10～広河内岳 11：50～下降点 12：20～大門沢小屋 15：40 泊 

 

翌朝弁当を貰い、外に出たら皆がざわめいている。朝日と、富士山が顔を出している！！ 

記念写真をとり、気を良くして出発、尾根に上

がると風は凄い！東からお日さま、西にはガス

だ。きっとブロッケンが見られると確信！一瞬

だったが微かに虹っぽい輪が出た！輪の中に

自分の姿をみたと、新島さんが興奮！！初めて

の出遭いだって良かった。暴風と闘いながら、

せめて北岳が見たいと振り向くが、ガスで覆わ

れて残念！！ならば、雷鳥ちゃんに会えないか

と目を凝らして歩くが…出て来ない。足元の綺

麗な花々も始めは感動して歩いていたが、段々

と風への対応に必死で無口になる。晴れていたら中白峰付近は、 高の尾根歩き！でもガスの

中を間ノ岳に着いてほっとする。風は相変わらずだが、農鳥小屋を目指して下山する。何処ま

でも全く先が見えないガレ場の下り、途中、心配で地図を出して確かめてしまう程だった。や

っと鞍部に着く、それから登りに入る。何回かのアップダウンを繰り返して農鳥小屋にやっと

着いた。風が落ち着いているので、コーヒータイム！美味しかったなぁ… 

ヘンクツで有名？な、農鳥小屋のご主人の顔を見たいが先を急ぐので…諦める（笑） 

今日の山行は何を書こうにも、ガス・ガスと風・風・風の事だけに成る。ただ東側に廻るとホ

ッと天国に居る気分になる。花も眼に飛び込んで来る。余りの暴風に、西農鳥岳山頂でいつ子

さんの帽子がバイバ～イと行っちゃったぁぁ…！それでも大きなザックの若い人達に遭遇す

ると、笑顔になってしまう、おばちゃん達で～す。（笑） 

農鳥岳山頂の風を避けた岩陰で、朝の弁当を食べる。ガスの中、大門沢下降点の鐘を 

見つけた時にはホッとした。だが、我々にはもう一つ、『行かねばならぬ広河内岳がある。』下

降点で休んでいる人達が我々をみて、「下りはこっちだよ！」と教えてくれる。 

だよねぇ…誰だってこの天候の中、好き好んでヘソのようなおまけの山に行くか？ 

三人で文句をタラタラ云いながら…４回程アプダウンを繰り返してやっと山頂に着いた。 

 

北岳山荘でご来光と富士山 
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「誰だ！この山を４０座に選んだのは！」

と呆れて、憎しみさえ感じる。（笑）やっと

の思いで下降点まで戻る。何と６時間、吹

きさらしの中、飛ばされないように前屈み

で…辿り着いたよ！ 

体力の消耗は２～３倍だぜぇぇぇ…？ 

さぁ、難所の下りは雨で荒れているし、気

を引き締めたつもりでも手強い。小屋は

中々見えない！あぁぁ…やっとの思いで、

本当にやっとの思いで大門沢小屋に着いた。 

疲れたぁぁ… イメージと違う、だいぶ古い小屋でトイレも酷く、夜が怖い！でも、正面

に富士山がくっきり！！ シャワーを浴びて布団小屋のような個室に落ち着いた。 

ここは食事も 悪に感じる。布団に入ってからもひどい疲れのせいか、一日の行動がフラ

ッシュバックのように頭に浮かび、寝付けない。本当に無事だったことを、同行の御二人

さんのお陰と感謝しているうちに、眠ったようだ。 

４日目 歩程 3・20 
大門沢小屋 5：30～奈良田下山口 8：50～奈良田バス発 9：50＝下部温泉駅着 11：05 

下部ホテル（入浴）～下部温泉駅 12：02＝甲府（あずさ）＝立川＝南越谷解散 

 

今日の下り３時間は昨日に比べたら、ヘッてなもんさ！ルンルン気分で大きいのや、小

さくて壊れているような吊橋を、何回も渡りながら無事林道に下りた。下りが苦手な私を

トップにし、健脚で早い御二人さんには、本当に辛かったと思う。有難う～、 

本当にありがとう～ね。感謝です！合羽を脱ぎ、奈良田のバス停まで歩いた。 

バスで下部温泉に行き、綺麗で静かなホテルでさっぱりと入浴、甲府で特急券を買い、美

味しい御弁当を車内に持ち込んでむしゃぶりついた。美味しかった！楽しかった！ 

＊入山は、甲府から広河原方面のバスが道路事情で奈良田経由になり、帰ってきたら今度

はその道までも台風の大雨の影響でバスも電車も止まったそうだ。北岳から間ノ岳・農鳥

岳・広河内岳へと強風と戦って来たので自然の厳しさを改めて思い知らされた息を止め、

前のめりになり六時間！大門沢小屋までの下り、通称（爪はがし坂）を三時間。疲れ果て

ました。左足の親指爪にうっ血あり。                 いつ子 

 

＊ 昨年、北岳の山頂からめ目の前に見えた綺麗な 3000ｍの稜線、白峰三山に行ってみた

いと強く思いました。今年、４０周年の４０座に白峰三山がある！行きたい、行きた

いと念じていたら、その想いがリーダーの英子さんに通じて…日程まで変更して頂き、

行く事が出来ました。ホント、嬉しかった！！天候は悪かったけれど、時々ご褒美の

稜線も見ることが出来たし、ご来光だって拝めたし、私にとって楽しい４日間でした。

３人女子だけのパーティー、賑やかに！華やかに！本当に有難うございました。 

                                  新島和子 

暴風の中、間ノ岳山頂で～す。
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 荒川三山（標高約 3141､3083､3068ｍ） 
記：森 律子 

日  時 2014 年 8 月 12 日～15 日 

メンバー L 森（律） 新島 大門（敬称略）  

コース  8/12 秋葉原 11：55→ 

8/13 椹島→8：19→14：20 千枚小屋 

8/14 千枚小屋 45：16→5：16 千枚岳→7：13 東岳→8：18 中岳→8：29 前岳→11：

45 千枚小屋 

     8/15 千枚小屋 4：34→8：45 椹島 

 

園木リーダーの急なキャンセルでせっかくのお盆休み・・やっぱり山へ行きたい！と 

夜行バスを使っての荒川三山に予定変更しました。「台風一過で絶対晴れる」と期待していた

のに今年は何だか様子が違う秋雨前線が停滞って・・・まだ８月中旬なんですけど・・    

こちらも異常気象の前兆か・・ 

椹島行きのバスの中からは

赤石岳が雲一つ無く見えてい

たけど、この日は千枚小屋まで

樹林帯歩き、景色はあきらめモ

ードで時折木々の切れ間から

見える南アルプスの山並みを

ちょっぴり堪能しながら歩き

ました。 

千枚小屋までは、ダラダラ続

く登り道、なかなか標高は上がらずで、これは下山で使った方がいいな～と思いながらひたす

ら歩きました。小屋まであと少しの所では、なかなかの急な登りで、疲れた体でこれは厳しい

ね～と話しながら小屋へ到着♪素泊まり用の小屋で着替えて新しい小屋の横のベンチで乾杯

し、至福の時を過ごしました。 

願いむなしく翌日は霧雨模様・・天気も良くなりそうにないし、千枚小屋もなかなかいごご

ちがいいので、前岳まで行ってピストンしようと空身で出発！眺望もない稜線を歩いて千枚岳、

東岳、中岳、前岳まで行き千枚小屋にもどりました。どの山の山頂も霧様で眺望無しでしたが、

私としては、雨でマイナスイオンたっぷりな登山も結構いいな～と思っているのですが・・・

お昼前には小屋へ戻れたので、新発売の美味しいミルフィーユのケーキセット￥700 なり～を

頂きまったり小屋で過ごして就寝翌、翌日は曇天の中同じ経路を下山しました。今回の山行は

女子だけでしたが、ガールズトークもできなかなか楽しかったです。ご一緒していただいた皆

様色々とご配慮、ご協力いただきありがとうございました。 
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世界文化遺産の富士登山 
 

 記：松井 多喜雄 

日   程：8／17 日(日)〜8／18 日(月)1 泊 2 日 

メ ン バー：松井 多喜雄、芳野 光夫、他---谷古宇 勘司の富士登山メンバー 

 

1 日目：午前 7 時、谷塚駅集合,7 時 15 分に出発して、新郷 IC より高速道路に入りました。

東名高速道路を乗継ぎ、20 名の乗ったバスは順調に走りました。途中の海老名 SA にて

15 分くらいのトイレ休憩をして、富士山を目指しました。途中の富士山本宮浅間神社にて、

全員の無事と、全員の富士山山頂登頂の祈願をして、表富士宮口の 5 合目を目指して出発

しました。予定より 40 分位遅れて、5 合目に着きました。軽く食べなから身支度をしてい

たら、雨がポツポツ降って来ました。急いで雨具を着て、出発しました。 初は、これ富

士山の登りなの？？てな、感じの登りでしたが、さすがに、日本 高峰の富士山、次第に

高度が上がり、深呼吸しながら、ゆっくり登りました。一緒の同行者に、高 1 の女子、中

1 の女子の姉妹がおり、お母さんに、もうやめると、弱音を吐いていました。一人の女子

がお腹が痛いと言って、薬を飲んでから、少し休んでは、ゆっくり登りました。水分補給

も小まめに取りながら、何とか山口山荘に着きました。雨具を脱ぎ濡れたザック、登山靴

を袋に入れて、割り当てられた布団に座りました。いつもならビールになるところですが、

体がビールを求めませんでした。暫らくすると雨も上がり、雲海が出現しました。谷古宇

さんから燗酒を頂き、雲海に乾杯しました。皆、カメラ、スマホにて撮影会です。山の早

い夕食を待ち、美味しいカレーライスを頂きました。自分の布団に戻り、ザックを整理し

て、8 時の消灯を待ち、眠りにつきました。頂上にて、ご来光を見る人は、12 時位に起き

たと思いますが、自分は夢の中でした。 

2 日目：4 時位に起きて、暫らく、出たり入ったりして、日の出を待ちました。暫らくす

ると、薄明るくなり、デジカメ、スマホにて日の出の写真を撮り、山小屋を後にして、頂

上をめざしました。山頂は近くに見えても、中々たどり着けません。 

途中で、高 1、中 1 の姉妹が、

弱音を吐いて、休憩しては、

少し歩きました。その度、夏

休みの良い思い出に残るし、

今後の人生において必ず役に

立つから、もう少し頑張れと、

励まし続けました。 

さすがに若い子、頂上が見え

て来たら、足も速くなり、今

までの弱きは何処かへ行って

しまいました。頂上の浅間神

社にお参りして、剣ヶ峰を目
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指して歩きました。 

剣ヶ峰にて、写真を撮り、無事に登れたこと

を姉妹親子と、喜びあいました。一部の参加

者は、お鉢巡りをしましたが、私の体力は限

界まで来ていました。浅間神社まで戻り、お

昼にしました。自分は持参したパンの昼食で

したが、前に座ったグループが、西瓜で乾杯

をしており、羨ましく思いました。その仲間

の一人が黒人で、黒人から乾杯していたので

妙に印象に残りました。 

山小屋にて、昼食をしていた親子が戻ったの

で、一緒に下山をしました。持参した 2 リッ

トルのスポーツドリンクも、少なくなって来

ました。 

下りこそ、慎重に下ろうと意識しながら、ゆ

っくり休みながら下山しました。頂上を目指

して登って来る親子連れや、子供達を励まし

ながら下山しました。月曜日でしたが、やはり世界自然遺産になったからか、登山者は多く感

じました。上から 5 合目のバスを見ながら、良く頑張ったと、自分を褒めてあげました。 

段々、下山して来ると、温度が上がり、着ている山シャツを脱いで、Ｔシャツで下りました。

その頃には、5 合目も直ぐです。参加者の年令も様々で、 初と 後では、4 時間位の差があ

ったようです。 

全員無事下山してから、登山口で、記念写真を撮り、バスに乗り、花の湯を目指しました。花

の湯で汗を流して、冷たいビールを頂き、 高の時間でした。1 時間半、風呂と食事を楽しみ、

草加に向かいました。途中、海老名サービスエリアにて、トイレ休憩して、バスは渋滞の中、

草加を目指して走りました。東京料金所あたりから、車の流しも良くなり、21 時半過ぎ位に、

谷塚駅に到着しました。 

谷古宇さん、参加者の皆さんありがとうございました。 

疲れましたが、 高の富士山登山

でした。 

草加山の会の、富士山登山の予定

もありましたが、メンバーが健脚

なので、こちらの富士山登山に参

加しました。 

お許しくださいね。 

 

 

H26 年 8 月 23 日、松井多喜雄 
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 白馬岳（標高 2932ｍ） 
記：森 律子 

日  時 2014 年 8 月 18 日～20 日 

メンバー L 森（律） 単独  

コース  8/18 秋葉原 11：55→ 

8/19 猿倉 6：00→11：03 頂上宿舎 

8/20 頂上宿舎 4：55→5：36 白馬岳→9：46 白馬大池→10：40 栂池山荘 

11：30 栂池高原→13：35 白馬八方温泉→15：25 八方会館→20：30 新宿 

 

毎年干支の名前の付く山に行こうという事で今年は午年・・絶対白馬に行くぞ!と決めていまし

た。「坂の上の雲」のエンディングロールにあった小蓮華山の稜線を歩きたい・・ 

小蓮華山は新潟県の 高

峰の山だそうで、埼玉県の

高峰「三宝山」は登頂した事

があるので、全国都道府県

高峰ハンターも面白そう！

なんて考えながら夜行バス

で猿倉に到着～身支度を済

ませ、テント泊装備 16kg を

背負っていざ入山気持ちの

いい朝の空気の中緩やかな

林道を歩きます白馬尻小屋あたりからガスが出始めましたが、初めての大雪渓は軽アイゼンを

付けて落石に注意しながら歩きます。お花畑を見ながら頂上宿舎のあたりで、ガス＆風が強く

てなかなかテントを張れません。やっとのことで設営しましたが、今にも飛ばされそう・・・

とりあえずテントが飛ばされない様に大の字になって風の収まるのを待ちました。少し風が落

ち着いたので、テン場あたりを散策し翌日の天気を聞くと、曇りのち雨と言う事で、早く発つ

為に就寝しました。翌日はガスで視界も悪く白馬岳山頂では、何も見えずでしたが、稜線では、

手の届きそうな距離に雷鳥が来てくれてしばらく異文化コミュニケーション・・・三国境の分

岐あたりからガスが切れ出して小蓮華山からの稜線を歩く頃には 高に晴れてくれました。時

間もたっぷりあるので、眺めのいい船越の頭で持参のブレンドコーヒーを点ててのんびりカフ

ェタイム白馬大池の湖面がキラキラして、なんとも至福の時間を過ごしました。すっかり晴れ

た空の下、乗鞍岳からのゴロゴロとした岩場を注意して下り、下山後は栂池高原でおそばを食

べて、美人の湯に入ろうと、八方温泉に行き温泉に入りついでに足湯も楽しみ、帰りは大型バ

スに 4 人しか乗客がいないので、座席使いたい放題でゆっくり帰りました。初めて行った白馬

でしたが、栂海新道に不帰嶮、白馬三山・・・この山域にはまだまだ行きたい場所がいっぱい

あります。 
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★2014 年 8 月 19 日 (火) 晴れ     ★L 山﨑、平野、新庄 

★草加 5:00⇒平標登山口 8:15/8:30 ⇒水場 9:50…平標山ノ家 11:15/11:50…平標山

12:40/13:10…仙ノ倉山 14:00…平標山 15:00…松手山 16:00…平標登山口 17:20  

 

お盆の行事で中々出かけることができませんでした。勿論山へも行くことができません。無

性に山を歩きたくなり、前々から歩いてみたかった平標山へ行くことにしました。単独行は避

けたい。そこで会員の皆さんに前日(18 日)の午後 8 時 30 分に電話をしたところ、幸いにして

新庄さんと平野さんが同行していただけることになり

ました。当日、4 時 40 分に平野さん、5 時に新庄さん

を迎えに行き、無事 8 時 15 分に登山口に着きました。

お二人とも寝不足ということで、急なお誘いで大変御

迷惑をお掛けし申し訳ありませんでした。 

山行の方は、一度行ったことがある新庄さんが勧め

ていただいた平標山から仙ノ倉山への稜線歩きはとて

も素晴らしいものでした。 

また、平標山から松手山に向かう登山道に広がるお花畑にかろうじて花々が残っていて、色

も鮮やかでした。湿気が多かったですが、その中に佇むブナの純林。沢から立ち上る靄。印象

に残る山行となりました。 

無理なお誘いに応じていただきました新庄さんと平野さん、大変ありがとうございました。

これからは時間の余裕を持ってお誘い致します。      ♪山﨑 正夫♪  

 

お盆で忙しい日を過ごしホッとしたところに山のお誘いを受けた。平標山は時々例会で

聞いていた山で 5 時間ほどの行程との事ご一緒させてもらいました。 

登山口からゆっくり平標山の家へ、山の家からは絨毯を敷つめようで稜線がきれいでした。

平標山山頂で昼食をとって、天気もいいので山崎さんと二人で仙ノ倉山まで往復。山頂か

らのパノラマを楽しんでいると雨雲がわいてきて急いで戻る。 

平標山から松手山まではお花畑でした。途中から雨になり松手山からは慎重に歩かなけれ

ばならないほど急なジグザグ道で大変でした。今回はいろいろ考えさせられた山行でもあ

りました。         ♪平野  祥子♪ 

 

夏終盤の高山植物見たさに体力不足を承知で出かけ

た。案の定、息は上がるが脚は上がらずおまけに樹林

帯の登りは大量の汗を掻きとにかく暑い！ 

平標山にはアキアカネやキアゲハが舞い、仙ノ倉山に

続くお花畑はほぼ終わりひっそりとした佇まいであっ

た。華やぎを知るだけに何とも裏悲しい。それでも松手山への稜線ではお花がまだまだ健

在で 2 年振りの高山植物を愛でることができた。 ♪新庄 八重♪ 

平標山 

「平標山ノ家」から仙ノ倉山を望む 
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富士山（富士宮ルート） 

記：橘 高志 

 

日   時：平成 26 年 8 月 23 日（土）、24 日（日） 

メンバー：Ｌ石井（美）、浅井（昭）、兼堀（善）、千葉、八並、石井（文）、染谷、澁谷、杉山、森（律） 

       井口、橘 

コ ー ス：23 日（土） 

松原団地西口(4:00)＝水ヶ塚公園(6:40-7：05)＝シャトルバで 5 合目（7：35-7：45）―元

祖 7 合目（山口山荘）(10:00-10：15)―富士山頂(13:50-13：55)―剣ヶ峰(14:15-14：20)

―元祖 7 合目（山口山荘））(17:00) 

       24 日（日） 

元祖 7 合目（山口山荘）(5:30)―宝永第一火口縁（7:15-7：20)―5 合目（7：55-8：00）＝ 

シャトルバで水ヶ塚公園(8:30-8：45)＝草加(11：30)  

 

1 日目 

3 台の車(計 12 名)で、松原団地を 4 時に出発した。久々の早起きでした。途中海老名 SA

で朝食タイムをとった。東名高速からの車窓は曇りで、悪天候にならないことを祈った。 

天気予報はいつも 4 つのサイトを見て一番悪いサイトを考え行動を予測するが、結果とし

て今回は「てんきとくらす」サイトの富士山山頂の予報が一番近かった。今年は天気予測

がつくづく難しいことを実感した。 

途中陸上自衛隊の駐屯地前を通過したが、入口近くに監視員が何人もいた。又途中の道路

で自衛隊の車を何台も見た。 

水ヶ塚公園駐車場にほぼ予定どおり到着した。7 時前だが、すで

に駐車場はほぼ満車状態だ。富士山保全協力費として一人 1000

円で全員分を支払う。そのお礼にバッチ（富士山保全協力者証）

と冊子が配布された。 

今年の富士宮口のマイカー規制期間は 7 月 10 日より 9 月 10 日ま

での計 63 日である。その為、水ヶ塚公園より 5 合目まで往復 1500

円のシャトルバスで行った。バスで高度 900ｍを稼ぎ、2400ｍの富士宮口 5 合目バス停に

到着すると周りはガスでいやな気配を感じた。風がなく太陽がでていれ背中に日を浴びな

がらの登山のため T シャツ姿でも良いと思っ

ていたが、あまりの寒さで長袖シャツを着た。 

天候が悪い為、集合写真はここが 後かもし

れないので、写真を撮った。 

富士宮口の五合目は 4 本ある登山道のなかで

も高い位置にある。登り始めは小さな岩が

出ているゴツゴツした道で、しばらくすると

すぐに公衆トイレがあり、そのあとは六合目
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までなだらかな道が続く。山頂に向かって右側に宝永火口を見ながら登り、登山道には石

や岩がまばらに落ちていた。人の多さにはびっくりした。富士宮口コースは下りと登りが

同じ道で原則登り優先だが、しばしば立ち止まった。新七合目の新七合目御来光山荘を過

ぎると、岩稜帯となりさらに岩が多くなった。 

山口山荘（元祖 7 合目）に到着し、山小屋

の人に今後の気象状況を確認し、いつ登頂

するか判断することになっていた。その結

果、今日登頂することになった。しかし小

屋から 20 分位し、雨が降り初め雨具を着用

するとの指示があり、着用中に雨が強くな

り、本日の登頂を中止した。その後、山小

屋まで戻ったが、時間が早いため小屋に入

れなかった。その為、再度本日登頂するこ

とになった。地肌は茶色部分が多く近くで見ると綺麗な富士山ではなかった。富士山は遠

くから眺めるのが一番だとこの時点で思った。八合目からはさらに急な登りが始まり、山

頂にある富士山本宮浅間大社奥宮の 初の鳥居がある九合目近くまで続いた。 

頂上に近づくにつれ雨は小降りになった。鳥居をくぐると、目の前には富士山本宮浅間大

社奥宮があり、富士宮ルートの山頂に到着した。富士山頂で青空が見え感激し、本日登頂

して本当に良かった。なお各登山道を登りきった頂上が火口の外周であり、外周は全て「山

頂」あるいは「頂上」と呼ぶため外周に立てば登頂したことになるそうだ。 

頂上の小屋近くにザックをおいて、富士山の 高峰である剣ヶ峰（3776ｍ）を目指した。

砂走りで登りにくかった。「日本 高峰富士山剣ヶ峰」と書かれた石碑が建てられており、

この場所で写真を撮るために順番待ちをした。 

剣ヶ峰から今日の宿泊所元祖 7 合目（山口山荘）まで下りだ。疲れが溜まっているので、

焦らず慎重に下った。途中雷の音かと思ったが、陸上自衛隊の大砲の演習の音だった。7

合目近くになり登りと同じ所で雨が降り出し、小屋近くでは雷が鳴り始めたが、無事小屋

に到着した。22 時頃眠れないので外に出ると、

大きな蛍の列が続いていた。人のヘッドラン

プのようだ。又沼津市内等の夜景が綺麗だが

曇りの為星は見えなかった。 

 

2 日目 

 5 合目までの 2 時間弱の下りだけの予定だ

ったが、6 合目宝永山荘から往復 40 分程の宝

永第一火口縁に寄り道をした。殺伐とした 5

合目より上に比べそこは Good。ヤマホタルブクロも咲いていた。 

 総じて、登山道は人が多くビックリし、又子供、若者、外国人も多かった。小屋が各合

目毎にあるとはいえ、ジーンズ姿等軽装備の人も目立ち又天候急変等もあり日本一高い富

士山を甘く見ないで登って欲しいと思いました。 
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４０座（白馬三山縦走） 

 

記：加藤 紀久代  

・期日    平成２６年８月２３日（土）～２５日（月） 

 

・行程    ８月２３日 草加５：００＝上信越道＝長野ＩＣ＝オリンピック道路＝白馬＝

猿倉 － 白馬鑓温泉１５：３０ 

       ８月２４日 鑓温泉５：４５ － 稜線 － 白馬鑓ケ岳 － 杓子岳 － 

旭岳分岐  － 白馬山荘１２：０５ 

       ８月２５日 白馬山荘５：４５ － 白馬岳６：００ － 小蓮華山 － 白

馬大池 －  乗鞍岳 － 栂池 ＝ロープウェイ＝（タクシー）

猿倉 ＝みみずく温泉入浴 ＝ 白馬 ＝ 長野ＩＣ ＝ 上

信越道 ＝ 草加２０：００  

  

・メンバー  リーダー加藤・園木・大門・新島・尾崎 

 

 初めてリーダーとしての山行が決まっ

た。行き先は、４０座の一つである白馬岳。

山行を一緒することが多い、大門さんと新

島さんが行ってくれるとのことで心強い

ものの、やはりリーダーとして、４０座の

一つを達成できるのかどうか不安が大き

かった。しかし、その後、経験豊富な園木

さん、尾崎さんも参加してくださることに

なり、不安は大分解消された。けれど、石

井会長に確認すると、白馬岳の他、鑓ケ岳、

裏旭岳も登るようにとの指示があり、 初

の計画から二転三転することになる。 

 ２３日早朝、園木さんの車で、草加を出発。

天候の悪化が心配される中、まずまずの天気

で、白馬村に入った。車窓からは、五竜の稜

線が、雲の合間に見える。青々とした夏山の

様相で、高く聳える白馬の峰々は、私たちの

期待を高めた。登山道に入ると、初めこそゆ

るい登りであったが、徐々に傾斜は厳しくな

り、暑さと戦いながら樹林帯を進んだ。２時

間ほど登ると、崩れ沢や悪沢等の荒々しい沢

が現れ、遭対協の方に落石への注意を呼びか
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けられる。見上げる山の上方はガスで白く霞み、北アルプスの山の深さが感じられる。雪渓ご

しに遠くに小さく白馬鑓温泉小屋が見えると、１日目のゴール目指して意欲が高まる。小屋ま

での 後の登り３０分は急登で苦しいが、辺り一面を黄色く染めるお花畑になぐさめられなが

ら、登り始めから４時間半で小屋に到着した。 

 山の温泉で汗を流した後は、目の前に幾重にも連なる稜線を眺めながら、ゆったりと暮れて

いく１日の終わりの時間を、お酒や山の食事と共に味わった。 

 ２日目、午前４時起床。今日は一番の長時間行動、４０座の登頂を果たす日である。少しで

も早く出ようと手早く食事し、真っ赤な日

の出を見る。出発の準備をしながら遭対協

の方に裏旭岳の情報を聞くと、「登山道は

なく、やぶこぎしかない」とのことで、行

けるのかがとても不安になるが、とにかく

ミッションは果たさなければと５時４５

分小屋を出発。稜線までは３時間のきつい

登りがあると園木さんから教えられた通

り早速、岩場、鎖場の急勾配の登りが続く。

緊張しながら１時間程登ると、お花畑が

所々に現れ、苦しさを和らげてくれる。コ

ースタイムより早く稜線に出られたが、 初のピーク「白馬鑓ケ岳」まではコースタイム以上

かかってしまった。しかし、今回の目的地の一つ白馬鑓ケ岳に無事登頂し、少しほっとする。

そして、次に目指すは杓子岳。快適な稜線歩きのはずが、雨が降り出し、視界も徐々に悪くな

る。杓子岳山頂を踏み、先を急ぐが、風雨はどんどん強くなる。時おり顔を出す、足元の花々

と岩だけをみながら裏旭への分岐を目指す。そして、遠くに大雪渓が見えると、間もなく村営

宿舎が現れ、分岐に到着した。すでに出発から５時間を経過し、みんなの疲労もたまっている。

風雨も依然として弱まる気配はない。リーダ

ー判断を求められるが、課せられた使命は果

たすべきと裏旭へのルートを決断する。こち

らはメインルートではないため、道標もしっ

かりついておらず、あちこちに散在するケル

ンをたよりに進むが目指す旭岳・裏旭岳の影

は全くない。登頂できない可能性が強い裏旭

岳を目指し、冷たい雨の中を登り降りするの

は苦しい。重い足取りで３０、４０分登った

だろうか？前方から５，６人のただものでな

いパーティーが現れたので裏旭の情報を聞くと、「巻き道でわかりにくく、天候も悪いため止

めたほうがいい」とのアドバイスをいただく。気持ちはすっきりしなかったが、仕方なく全員

で引き返すことを決断する。白馬山荘に１２時５分到着する。テラスハウスで食べたビーフカ

レーやケーキセットはおいしかったが、裏旭に行けなかったことがずっと心を重くした。 

 ３日目、雨の中５時４５分、小屋を出発。間もなく白馬山頂に着く。６時５分。雨と霧で真
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っ白、何も見えない。とりあえず、三山の縦走はやり終えた。４０分程下ると雨はやみ、振り

返ると白馬から、雪倉、朝日へ続く稜線がきれいに見え始める。初めに計画していたルートだ

けに、目の前に大きく聳える緑の雪倉岳や白と黒のコントラストの朝日岳は強く興味をかき立

てられる。その後、白馬大池で休憩し、岩場や雪渓に神経を使いながら栂池まで下山した。ロ

ープウェイで下まで降りた時は、３日間の縦走を終えた充実感はあったが、やはり裏旭登頂断

念のことが心を大きく占めていた。 

 今回、初めて名前だけはリーダーを務めさせていただいた。８割は園木さんがリーダーで、

１割は他のメンバー、そして残りの１割ぐらいが自分という割合でしか、役割は果たしていな

いが、学ぶことも多々あった。いつも、リーダーを引き受けてくださっている方々に感謝の気

持ちが高まった。 

一緒に行ってくださったメンバーの皆さん、本当にありがとうございました！！  
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山行紀行 ～ 2014 夏 ～                  

記：浅井祐子 

5/24 富士山  L.山口裕、森律、浅井ゆ 

草加 4:00 = 吉田口 P7:00 – 富士山頂 12:30 剣が峰 13:00-30 –P14:30 = 御体内♨ = 帰路 

 眺める富士山は大好きなのだが、登るとなると余り気乗りせぬ山。が残雪の富士なら…

とチャンスを狙っていた処に裕史君の計画。若者に交じって足を引っ張るに違いない不安

を抱えつつも図々しく参加。快く同行させて頂き感謝です。が案の定、超高速のペースに

付いて行けず遅れることしばしば。 好天もあり離れても問題無と判断し先に行って頂く。 

山頂まで雪は腐っており、アイゼンを効かせれば快適な登りだが、どうも調子が出ない。 

それでもゆっくりと自分のペースで登るが、これほど苦しいのは初めてだ。(日頃の怠慢が 

もろに出たか..?) 2 人に心配かけながらもやがて山頂で合流し剣が峰へ向かう。 

そして、スキーヤーやボーダーがまだまだ沢山登って来る中、いよいよお楽しみの下り

である。2 人はヒップスキーを使って滑るとのことだが、私はいつもながらの尻セード。 

登り 5 時間を何と 1 時間で滑り下りて来てしまった。滑り始めは少々恐怖感もあったが、

意外と傾斜が緩やかなのには驚いた。滑るうちに興奮度が増しアドレナリン全開だ～!!  

 

   

 

7/13 大菩薩峠 L.浅井ゆ 

草加 4:00 = 日川峠 6:20 - 大菩薩嶺 7:20 - 日川峠 9:30  

 とにかく、まったく山へ行けない…。片方じゃ 40 周年記念のミッションだから…と言い

行きまくり。この理不尽さを何処へぶつけよう…!?   

 が、今日は介護の隙間をぬって何とか出掛けよう!! と前夜発で谷川岳へと夕方家を出た。

が、奥多摩水源縦走中のテルより道迷いの連絡。合流予定の将監小屋で待つ裕史君との中

継連絡が必要となった為、急遽自宅へ引き返す。(今日も山はお預けか～い?)  

 その後、無事に下山の確認が取れたが夜行出発の気力は無くなり、軽めの大菩薩へのお

散歩に変更する。早朝の日川峠は登山者もまばらで静かさが嬉しい。生憎の空模様で雨粒

もぽつぽつ…。石丸峠への予定はカットして早目に下山。 

奥多摩縦走組が気になり合流予定の落合まで車を飛ばす。下山口に駐車してある森ちゃ

んの車を確認し何処かで落ち合うだろうと少し登ってみる。と、10 分もせぬうちにみんな

の元気な顔。まずは一安心となり、みなと別れて一足先に帰路へ。 

 短時間の大菩薩だったが、再生及び復活完了の山行となった。でも昨年の公開バスハイ

クの後悔が思い出されてちょっと落ち込み…。(来年リベンジするかな…?) 
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  6～ 8 月の山行から  

               

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★編 集 後 記  ★ 

皆さん忙しい中、原稿を提出して頂き誠に有難うございました。 

今回編集を初めて担当し、又Ｗord2010 は初めて使用しましたが、何とかＷord2010

にも慣れ編集作業を無事終了することができました。 

草加山の会に入り 2 年が経過しましたが、今年の草加山の会での山行は 8 月末の富

士山のみです。 

機会があれば、是非皆さんと山行したいと思いますので今後とも宜しくお願い致し

ます。 

橘  高志  
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