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草加⼭の会創⽴ 40周年記念 尾瀬バスハイク

多摩川源⽔界 NO.1１ (三頭

尾瀬ﾊｲｸ 草紅葉の中 何班かな？

秋 真 っ た だ 中 !!
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コ ー ル

記： 松井 多喜雄

今年は草加山の会は、40 周年を迎えます。長いような短いような時間が過ぎました。入

会時は２５歳でした。群馬県より上京して５年目、結婚して半年です。

入会当初を振り返ると、子供ハイキングを思いだします。地域の子供を自然に親しんで

もらう企画でした。当時、自分はどこの山へ登ったのかと考えても？出てきません。尾瀬

バスハイクは行ったと思います。まだ給料も安く、山へ行く余裕がなかったような気がし

ます。その頃の登山靴は、兄から買ってもらった。キャラバンシューズに、ザックは、兄

からのお下がりのキスリングと言う、頒布の横長のザックでした。それから数年後、会社

の仲間で山好きがおり、皮の登山靴を作ろうと、3 人でオーダーの登山靴を作りました。

これが山を始める大きな要因と考えます。当時を振り返ると、良くお金がないのに、オー

ダーの靴を作った事が不思議でなりませんが、山をやる人間としては、正しい選択であっ

たと思います。その仲間と最初に登った山が、菅平の無人小屋に泊まっての、山スキーで

した。当時は、まともな着るものも無く、安っぽいウィンドウーブレイカーを着て、厚着

をして、新聞紙を体に巻いて寝ましたが、寒くて一睡も出来なかった事が、思い出します。

貸スキーを借り、シールを付けて乗るスキーは初めてでしたが、楽しく滑りました。

その２０代の頃の皮の登山靴は、今も健在です。３～４回のソールの貼り替えをしました

が、一生物です。

皮の登山靴は、手入れが大変なので、最近は、もっぱら軽登山靴での山行です。

その後、職には恵まれず、幾つか仕事を転職しましたが、草加山の会の皆さんに支えら

れて、３０年の在籍になりました。年数は長いが、山には沢山は登っていません。

現役の時は、時間が不規則で、休みの日はぐったりで、山に行く気力がありませんでし

た。現在も仕事をしていますが、定時であがることができ、やっと山に行ける環境になり

ました。

そんな自分ですが、今年から、写真倶楽部に入り、かなりはまっております。

６月２４日締切の、第１８回総合写真展に応募した、「雲のある風景」が入選しました。

来る、１２月５日（金）～１２月１１日（木）に東京都美術館（9 時 30 分～17 時 30 分、最

終日は正午まで） ＊写真に興味があり、お時間のある方はご高覧下さい。＊
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平成        年 月   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
9/2 根子岳･四阿山

浅井(祐)
小林(い)、黒澤、山本、下川、阿部、
小野寺(英)

会 9/5～7 西穂高岳･焼岳 鎌形 大門

個 9/5～9 茶臼岳･光岳 石井(美) 石井(文)、山﨑

会 9/6～7
木曽駒ヶ岳･宝
剣岳

畑野 兼堀(善)、兼堀(恵)、澁谷、森(花)

個 9/9 筑波山 小野寺(英) 上原、黒澤

個 9/13～15
南駒ヶ岳･宝剣
岳･木曽駒ヶ岳

園木 大門、加藤

会 9/13～15 塩見岳･蝙蝠岳 山﨑 山口(敏)、山口(裕)、三浦

個 9/14 谷川岳 浅井(昭) 浅井(祐)

個 9/18～19
帝 釈 山 ～ 田 代
山･会津駒ヶ岳

山﨑 下川

個 9/19～23
水晶岳･鷲羽岳･
黒部五郎岳･薬
師岳

山口(裕) 山口(敏)、三浦、森(律)

会 9/20～23 塩見岳･蝙蝠岳 石井(美) 兼堀(善)、鎌形、八並、小野寺(英)

会 9/27～28

草加⼭の会創⽴
40 周年記念

公開バス
ハイキング

大木

浅井(昭)、森(律)、畑野、小野寺(博)、
石井(美)、杉山、小林(い)、小野寺
(英)、石井(文)、澁谷、山本、染谷、
小宮、牛山、山﨑、千葉、大畑、
上原、黒澤、松井、関口、平野、
中島、兼堀(善)、兼堀(恵)、新庄、
芳野、阿部、和田、浅井(祐)

個 10/4～5
一切経山・
吾妻小富士

山﨑 橘、山口(敏)、他１

会 10/8
多摩川水源界
No.11(三頭山)

小宮
八並、小林(真)、山本、和田、新庄、
大木、上原、小野寺(英)、石井(文)、
下川、千葉、阿部

個 10/10 大源太山 浅井(祐) 畑野、大門

個 10/11 七ヶ岳 園木 森(律)、新島、加藤

個 10/18～19 谷川岳(馬蹄形) 森(律)

個 10/19 大岳山 新庄 小林(い)、井口、黒澤、上原

会 10/19
多摩川水源界
No.6～8(白沢峠
～大菩薩嶺)

山口(裕)

個 10/19～20 五郎山･御座山 園木 大門、加藤、平野、新島、畑野

個 10/23～26
黒部水平道･
高妻山

山口(裕)
山口(敏)、三浦、森(律) 、
小野寺(英)、大門、山本

個 10/24 黒斑山 浅井(祐) 小林(い)
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個 10/28～29 横尾山･天狗山 小宮 新庄、千葉、平野、下川、大畑

個 11/1～2
菅名岳･二王子
岳

園木 加藤、尾崎、森(律)

個 11/2 大菩薩嶺 松井 澁谷、森(花)

個 11/8～11 剣山･石鎚山 山﨑 澁谷、大門

個 11/8～9 高尾山～三頭山 山口(裕) 三浦

個 11/9
中山道 No.3
(上尾～吹上)

石井(美)

石井(文)、上原、木原、和田、阿部、
杉山、畑野、中島、兼堀(善)、
兼堀(恵)、宮地、大木、鈴木(廣)、
平野、小林(い)、森(花)、田村、
大畑

個 11/9 高土山 園木 森(律)、八並、新島

個 11/12 庚申山 小野寺(英) 山本、阿部、宮地

個 11/14 甲州高尾山 新庄 八並、平野、小林(い)

個 11/23～24 飛龍山 園木 新島、山﨑、森(律)

個 11/23 金時山 井口 山本、宮地、大畑

個 11/24 子楢山 新庄 八並、平野、小野寺(英)

個 11/30 桜山 園木 八並、大門、畑野、澁谷
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心に残る山行 槍 穂 縦 ⾛
記：大門 京子

私の心に残る山行は、草加山の会４０周年記念登山「日本の高山４０座登山」No.３コー

ス槍穂縦走の平成２５年８月１～５日に行った山行です。

登山を始めてから、いつかはアルプスを縦走したいという目標はありましたが、今回、

参加するに当たりとても不安でした。

「上高地から見上げていた穂高に行きたい、槍の穂先に立ってみたい」という気持ちが

勝ち、参加を決めました。

１日目 奥穂高温泉～槍平～槍ヶ岳～槍ヶ岳山荘

２日目 槍ヶ岳山荘～中岳～南岳～北穂高小屋

３日目 北穂高小屋～涸沢岳～奥穂高岳～前穂高岳～岳沢ヒュッテ

４日目 岳沢ヒュッテ～上高地

初めての山小屋連泊の縦走でしたが、リーダーの鎌形さんと山口敏雄さんが御一緒でと

ても心強く安心してついて行けました。反面、二人からは見ていて不安で心配をかけたと

思います。

危険な岩場の連続の穂高も松浦さんの山行計画の岩トレに参加したことで、とても役に

立ちました。頂上から見える四方の景色、朝日、夕日は素晴らしく連泊も短く感じました。

それからの裏銀座、南アルプス、中央アルプスに挑戦できる勇気と自信も少しついてき

たと思います。 鎌形さん、山口さんに感謝です。
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新⼈紹介 （⾃⼰紹介）
【氏 名】宮地 敬介

【生年月日】1958(昭和 33)年 3 月 5 日

【出 身 地】福岡県大牟田市

【血 液 型】Rh＋ Ｂ型

【趣 味】今までひたすら仕事人間を自負してきましたので、趣味といっても特にあり

ません。強いて言えば散歩です，スノーボード(8 年前まで超初級)，水泳(12

年前までプールでダイエット)，読書(16 年前まで)

【仕 事】3 年前まではプラントエンジニアでした。現在は公務員です。

【入会動機】数年前から近場の山歩きに行くようになり、日帰りで歩ける山のツアーを見

つけては、参加していました。今年の尾瀬バスのパンフレットを貰い、例会

の見学をさせていただく中、私のような初心者でもご指導いただけそうな雰

囲気とお話を頂戴しましたので、入会させていただくこととしました。

【山 歴】高尾山，筑波山，鼻曲山，鶏頂山，雲取山，陣馬山，瑞牆山，陽明山，大頓山

【山行エピソード】8 年ほど前に新潟の米山を歩いていた際、坂道で息も絶え絶えだった

私の横を、小学 3,4 年の子供たちが風のようにすり抜けて行きました。子供

というのはペース配分もできず、途中でバテるに違いないと呆れ顔で見送り

ましたが、山頂に着くと豈図らんや、その子達は互いにぶつかりそうな勢い

で蜻蛉を追い回しているではありませんか。その小さな体の何処に私の想像

を絶するエネルギーを蓄えているのか疑問でした。そこで私は現実に目を逸

らし、この子達は地元のフットボールクラブか何かのレギュラーに違いない

と自分を納得させ、自身に言い繕ってみましたが、その後、山小屋の隅で食

事をしている時、後ろで元気そうなご婦人の声がして、｢今年傘寿なの｣との

会話が耳をかすめました。エッ!!まさか！と思い振り返ってみると、穏やか

そうな笑顔で周りの山ガールと話しに耽る白髪が眩しい山レディを確認で

き、その時改めて自分の常識が如何に拙いものかということと、加えて自分

の体力の低下と心の驕りを自覚

した次第です。周りが凄いので

はなく、自分が情けないことに

なっていた等とは、本当にショ

ックでした。その後、何度か米

山を歩きましたが、その度に何

がしか山に教わることがあった

と記憶しています。これからも

山から多くのことを学べたらと

考えています。

【コメント】来年(2015 年)度は少し仕事が忙しくなりそうですので、例会に参加できる日

が少なくなるかもしれません。ご容赦ください。
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 名                  最期      

記：松浦 剛

私の最も尊敬する名アルピニスト、ワルテル ボナッティーが２０１１年９月１３日に

亡くなっていたことを、インターネットを見ていて初めて知った。３年間も経って知った

事は誠に残念であった。ボナッティー氏は膵臓ガンとなり、延命措置を取らず尊厳死を選

択し８１歳でこの世を去った。今でも私はボナッティー氏こそ世界最強のアルピニスとで

あったと、その登攀記録から判断している。私の時代のクライマーはボナッティー氏を尊

敬し、氏の書いた本を読んでいた人が多かった。私もその中の１人であった。

ボナッティー氏は若い頃からその実力は群を抜いており、多くの先輩達には警戒されて

いた。イタリヤ隊が初登攀した世界第二の高峰Ｋ２の遠征隊にも選抜されて参加したが、

先輩から流された醜い噂の為に大変傷つき、噂を流した本人とイタリヤ山岳会が噂が嘘で

あると言い出すまで５０年も掛かっている。この為にボナッテー氏の数々の初登攀の記録

にはやっかみと嫉妬が入り交じり、氏を大いに悩ませた。しかし、ボナッティー氏は最後

に誰もが想像もしていなかった、マッターホルン北壁を厳冬期に、しかも単独でダイレク

トルート（直登ルート）を初登攀し世界の登山界を驚かせた。こうして３０代の若さで山

から引退してしまう。その後は冒険家として活躍し世界の未開発地に赴き、その記録を公

表し著作している。

こうした厳しい人生を歩んでいた独身のボナッティー氏にも５０歳頃に素晴らしい出来

事が起きる。それはソフィヤ、ローレン クラウデヤ、カルデナーレ ジーナ、ロロブリ

ジータなどイタリヤの誇る美人名女優に並び称されたロッサナ ボデスタさんが「貴方は

無人島に行くとしたら誰と一緒に行きたいですか」と言うインタビューを受けた時、躊躇

なく「ワルテル ボナッティー」と即答した事が知られている。この事を友人から聞いた

ボナッティー氏は内気だったにも関わらず、ロッサナ ボデスタさんに電話し「貴方が私

についてコメントしてくれた事に感謝します。もし半年以内にローマに来られましたらお

会いしたいのですが。」と言い、その後改めてボナッティー氏はロッサナ ボデスタさんに

「今日ローマでお会いしましょう」と電話した。それから３０年間、二人は愛し合い、寄

り添って暮した。ロッサナ ボデスタさんは世界的なスターであった為に、世界の言葉を

理解していたので、ボナッティー氏の冒険旅行には大変協力していた事が知られている。

しかし、ロッサナ ボデスタさんはボナッティー氏の最期を看取る事が出来なかった。医

者が二人が事実婚である事を理由にその最期を看取る権利を拒否した為である。この事は

ロッサナ ボデスタさんにとってはやり切れない事であった。実に残念な事である。イタ

リヤやフランスでは正式な結婚も事実婚も同じように扱われると思っていたが、意外にも

保守的な医者もいるものである。しかし厳しいアルプスの掟に従い、命がけの厳しい初登

攀を嫉妬とやっかみの中で次々に実行し苦労した、ボナッティー氏にとってロッサナ ボ

デスタさんとの出合は、アルプスの神が与えてくれた素晴らしい贈り物であったとしか思

えない。後を追う様に２年後の２０１３年にロッサナ ボデスタさんもこの世を去った。

お二人のご冥福を心よりお祈りいたします。

Ｈ26.4.3
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甦る天才クライマー小川登喜男（No.1） ２０１４年８月 松浦 剛

１ はじめに

昭和の初めに現在でも素晴らしいルートとして、多くのクライマーが登攀している

岩場を初登攀したクライマーがいた。その人の名は小川登喜男、昭和６年東北帝国大学

心理学科卒業後、同大学の医学部精神科に進み、途中で東京帝国大学法科に転じ卒業す

るという大変なエリートである。このエリートが大学時代に東北帝大では東北の多くの

積雪期の冬山を登り、やがて東北帝大、東京帝大在学中に谷川岳の一ノ倉沢、幽ノ沢、

穂高、剣岳、等で多くの初登攀をするクライマーに成長して行く。小川登喜男は山で亡

くなる事が無かったので、伝説的な登山家とはならなかった。しかし昭和初期に多くの

困難な素晴らしいルートを初登攀した天才的なクライマーであり、戦前ではナンバーワ

ンのクライマーである事は誰でも異存はない筈である。しかし日本の登山史にはほとん

ど出てこない。これは日本山岳会に属さないで東北帝大、東京帝大山岳部を歩んだ人に

対し、光を当てない日本の主流と言われる登山界（日本山岳会、慶応大学山岳部、早稲

田大学山岳部、等）に違和感を感じる。私も小川登喜男に関する素晴らしい記録は前か

ら知っていたが、その実像は良く分からなかった。しかし昨年「銀嶺に向かって歌え」

甦る天才クライマー、と銘打った伝記が発刊された。神田の古書会館でこの本を見つけ

た時は、少なからず興奮した。この本を元にして今回この天才クライマーの事を書いて

みます。

下記に小川登喜男が初登攀した代表的なルートを示します。

２ 小川登喜男の初登攀ルート

昭和５年 ７月１７日：谷川岳一ノ倉沢奥壁第三ルンゼ初登攀

昭和６年 ７月 ：谷川岳幽ノ沢左俣第二ルンゼ初登攀

昭和６年 ７月２７日：谷川岳幽ノ沢右俣リンネ初登攀

昭和６年 ８月１４～１５日：穂高岳の屏風岩第二ルンゼ初登攀

昭和６年 ８月２１日：穂高岳の屏風岩第一ルンゼ初登攀

昭和６年１０月１８日：谷川岳一ノ倉沢第四ルンゼ初登攀

昭和７年 １月 ５日：奥穂高岳岳沢コブ尾根積雪期初登攀

昭和７年 ２月１３日~１４日：谷川岳一ノ倉沢一ノ沢より東尾根積雪期初登攀

昭和７年 ４月 ９日：剣岳源次郎尾根積雪期初登攀

昭和７年 ７月３１日：穂高連峰明神岳五峰東壁中央リンネ、中央リッペ初登攀

昭和８年 ９月２２日～２３日：谷川岳一ノ倉沢衝立岩中央陵初登攀

昭和８年１０月２８日：谷川岳一ノ倉沢烏帽子岩南陵初登攀

これ等の初登攀が鉄の鋲靴の登山靴で行われた事と、ほとんどハーケンを打たずに

登られたという驚異的な登攀であった事を考えなくては為らない。現在のクライマー

が登りやすいゴムの登攀靴をはき、岩に打たれた多くのハーケンの支点に守られて登

っている事を考えると、その勇気と登攀技術に対する実力の違いが明確に分る。この

他にも多くのルートを初登攀しているが、此処に上げた初登攀ルートは現在でも中々

困難なルートや素晴らしいバリエーションルートとして多くのクライマーが登って



8

小川登喜男 東北帝大時代

おり、現在でも通用する立派なルートである。登攀ルートのガイドブックには必ず紹

介されるルートである。昭和３０年代後半に日本の岩場もヨーロッパアルプスに習い、

困難度でグレードが付けられるようになった。３級(初級)、４級(困難)、５級(大変

困難)、６級(極度に困難、人工登攀含む)の様にグレードが付けられたが、上記初登

攀ルートには後年４級(困難)と認定されたルートがほとんどであり、この時代に４級

ルートの登攀をしたのは小川登喜男ただ１人である。

３ 小川登喜男の生い立ち

明治４０年に浅草の浅草寺の仲店の近くで生まれた小川登喜男は、子供の頃から三

社祭を我が町の祭りとして育った生粋に浅草っ子である。小川登喜男は官立の７年生

の旧制東京高等学校（尋常科４年、高等科３年）と言うエリート学校を卒業して東北

帝国大学に進むが、後に東京帝国大学（現東大）の法科に入り卒業するという大変な

エリートであり、文武両道の人であった。

小川の初めての山は１６歳の時に登っ

た高尾山から小仏峠の縦走であった。１

７歳で戸隠山を登り、１９歳で東京高等

学校山岳部として槍ヶ岳に登り、その後

単独で槍ヶ岳からキレットを通過し穂高

岳まで縦走している。大正時代の槍穂縦

走は中々困難なルートであったが、此れ

を単独で縦走した小川登喜男は、岩登り

に対していかに天賦の才があったかが分

る。この後東京高等学校時代には三つ峠

で クライミングの練習をしている。

４ 東北帝国大学山岳部に入部する

昭和３年に小川登喜男は東京高等学校を卒業し、仙台の東北帝国大学に入学し山岳

部に入部する。この年に東北帝大では山岳部の部室が作られ、小川以下７人の新入部

員が入り山岳部も活気に満ちてくる。７月には夏山合宿が行われ小川は高地の合宿に

参加し、当時としては困難な登攀である槍ヶ岳の小槍に登っている。

また涸沢から前穂高北尾根を登り明神岳へ縦走し、上高地に下山している。この２

つの登攀は当時としては中々困難なものであり、

５ 昭和３年暮れから４年の北海道冬山合宿と冬山

大学１年の冬山は連日の吹雪の中、北海道でチセヌプリ、ニセコアンヌプリ、などを

登る。この後に小川は先輩と１月５日にまたも吹雪の中十勝岳の山頂に立つ。

写真を見ると上着はジャケットだけの粗末な装備である事に驚く。富良野岳も狙った

が時間が掛かりすぎ敗退する。これ等はいずれもスキー登山で最後はアイゼンを使用し

ている。この年の冬山では東北の山々にも足跡を残すが、満足な結果は出せなかった。

冬山２年目は手始めに吾妻連峰縦断に３日間を費やし、１００ｋｍの距離をスキーで走
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破する。この後仙台から３０ｋｍ離れた奥羽山脈の舟形山を厳冬期として始めて登る。

２日間で６０ｋｍをスキーで登り降りし厳冬期の

舟形山に登ったその行動力は大変な物である。この

７年後の３月８日に警察署、営林署、スキー愛好家

などの有志が積雪期の舟形山に登った事に対し河

北新報に「舟形山征服記」として発表したほど、７

年前の東北帝大の小川達の登山は大変な記録であ

った。

十勝岳山頂にて

６ 谷川岳「一ノ倉沢第３ルンゼ」を日本登山史に残る初登攀をする
谷川岳は大島亮吉（慶応大学山岳部）が昭和２年３月に谷川岳を積雪期初登頂して

以降、一ノ倉沢を含む東面の大岩壁を見つけ、山岳誌に発表する。昭和５年に清水ト

ンネルが開通し、谷川岳は交通の便の良い山となっていく。昭和５年７月に青学高校

が一ノ倉沢の二の沢を雪渓を利用し登り、東尾根に出て一ノ倉沢から国境陵線オキの

耳の頂に初めて立つ。しかし二ノ沢は一の倉沢の入り口であり、核心部である滝沢、

正面奥壁、４~５ルンゼ、烏帽子沢奥壁、衝立岩からは離れていた。しかし東北帝大の

小川登喜男パーテーが現れ昭和５年７月１７日に一ノ倉沢出合を出発し、一気に一ノ

倉沢の核心部である正面奥壁第３ルンゼを登攀し、国境稜線に立ちトマの耳山頂付近

でビバークし、翌日下山する。此れが一ノ倉沢の核心部の真の初登攀とされ、今日登

山史に記録されている。第三ルンゼは現在でも岩登りグレードで４級（困難なルート）

であり、日本で初めて登られた４級ルートでもある。小川登喜男は１本もハーケンを

打たず、鋲靴で登っており、これは驚異的な登攀技術と度胸である。私も４級~５級ル

ートの岩壁を登っているが、さすがに難しい所は５ｍおきぐらいにハーケンが無いと

怖いと感じた。

７ 大学最後の冬山「八幡平～八甲田～青森湾１５０ｋm 縦走」
大学最後の冬合宿が終わったあと、小川は親友である田名部以下４名の部員は合宿

場所である八幡平の麓より八幡平～十和田湖～八甲田山～青森湾までスキーで縦走す

る事とする。東北北端の豪雪地帯であり、スキーで新雪の深い雪の中を進まなくては

為らず、中間で１人リタイヤしている。八甲田では山頂には立つが、猛吹雪で山越え

が出来ず、酸ヶ湯からは裾を巻いて青森までスキーで降っている。また雪深く降雪が

多く、ルートは地図を見ながら方向を決め進まなければ為らず、読図力は大変優れて

いた。豪雪地帯を７日間で１５０ｋm を縦走している。（続く）
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縫道⽯⼭(ぬいどういしやま＝626m)・階上岳(はしかみだけ＝740m)

(①秋田県むつ市・佐井村、 ②秋田県階上町・岩手県洋野町) 記：山﨑 正夫

【日 程】2014(平成 26).8.23(土)～8.26(火)

【天 気】①雨時々曇り ②雨

【ﾒﾝﾊﾞｰ】Ｌ．山﨑、山口(敏)

【ｺ ｰ ｽ】

8/23(土) 草加駅 5:16→6:02 大宮駅 JR はやぶさ 61 号 6:26→8:49 八戸駅･駅ﾚﾝﾀｶｰ･大湊泊

8/24(日) 縫道石山登山口 14:10～14:40 野平分岐～～15:20 縫道石山山頂 15:32～16:10

野平分岐～16:31 登山口･薬研温泉泊 8/25(月) 夏泊崎･浅虫温泉観光･八戸泊

8/26(火) 蕪島、種差海岸観光後、大開平登山口 11:00～11:44 階上岳山頂～12:25 大開平

17:49 八戸駅→20:36 大宮駅→21:36 草加駅

【経 費】電車賃（草加－八戸往復）＝35,980 円、レンタカー＝28,460 円/2 人＝14,230

円、ガソリン＝6,927 円/2 人＝3,464 円、合計 53,674 円 (別途宿泊費)

８/２２～２６の日程で北アルプスの五竜岳→鹿島槍ヶ岳→爺ヶ岳→針ノ木岳→蓮華岳

を歩く予定を組んだが、山の天気予報は悪天候。五竜岳と鹿島槍ヶ岳の間に八峰キレット

もあるので、全ての予約先に取消の電話を入れ、それぞれ、「この天気では止めた方が良い

ですね」と快く受けていただいた。でも、山口会員は勤め先の都合を付けて休みを取って

いただいていたので、折角の休暇を有効に使おうということになり、それならいっそのこ

と、この時の天候の影響の少ない北に向かい、山﨑は原子力、山口は恐山・仏ヶ浦を見た

いという目的だけで、下北半島一周に決定。

弥次喜多道中の結果、東通村の原子力発電・廃棄物処理施設(実際はその近くにあるＰＲ

センターのみ見学可)・恐山・仏ヶ浦・尻屋岬(寒立馬)、大間崎、薬研温泉、奥薬研温泉、

夏泊半島・三沢・八戸・蕪島、種差海岸等の観光と併せて①縫道石山、②階上岳の山歩き

を楽しんできました。

1 縫道石山

「秋田県の山」の本の１番目に掲載されている下北半島の岩峰。雨なので、山は後にし

て、先に仏ヶ浦を見物。峠の小さな食堂で思いがけず美味しいウニ丼を食べた。後で気が

付いたが、ここで昼食を摂って良かった。これから先で食事ができる場所は大間まで無か

ったのだ。

さて、登山口に着くと、先客の若い８人の

グループが山から下りてきていた。地元の同

級生が卒業後、各地から集まって雨の中、山

歩きを楽しんだという。箱の中に貸出し用の

熊除けの鈴が沢山掛けてある。地元に愛され

ている山と偲ばれる。割と広い登山道が続く

が、その先は急に細い山道となる。鞍部は野

平分岐となっている。ここから急登になり、
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回りはヒバ林となる。最期にこれまで無かった

大きな岩が出てきて頂上が近づく。一段高い岩

場に縫道石山と書いた板が置かれている。霧の

中で、展望は効かない。晴れていれば津軽海峡

が見えると思う。頂上下の岩壁に地衣類のオオ

ウラヒダイワタケが黒い固まりとなって生えて

いる。国指定の天然記念物である。往路を登山

口に戻る。

② 階上岳

蕪島、種差海岸を見物後、ＪＲ八戸線の階上駅に寄る。これから行く階上岳のある町の

駅で、青森県の最南部の駅になる。階上岳は青森県と岩手県の県境にある。今回は時間が

無いので、車で行ける最上部の大間平の駐車場まで行く。ここから歩き始め、少し上がる

テレビアンテナ塔があり、更に進むと、雨ぐもりの中に大間平避難小屋が佇んでいる。小

屋の入り口の前には薪が山と積まれており、

煙も上がっている。煙の上がっている避難小

屋の中に入ると、１５人程度の人達で一杯だ。

それぞれ顔見知りの常連さんだという。七輪

でキノコを焼いている。初めて見るキノコな

ので、名を聞くとタマゴタケ。その後の塩見

岳山行時の北俣岳山頂で、仙丈岳からの夜中

山行３人のサポーター役の若者と話していて、

タマゴタケは丹沢にもあると教えられる。

更に進むと、白樺林の中の広場に立派な休

憩舎があり、ガラス張りの大きな窓もある。

立派な休憩舎が避難小屋の上にあるのは、

私的には少し違和感がある。ここの中でも

男女がお話しに夢中である。この先は、え

ぐられた道で滑りやすい。獄大明神の鳥居

を潜り、祠の先に階上岳山頂がある。太平

洋と八戸の街並みも見えるはずであるが、

残念ながら、ここも霧の中で展望は効かな

い。ここから往路を戻る。

車で八食センターに寄り遅い昼食、八戸

城跡に寄った後、史跡根城に行く。案内ボ

ランティアの方から何処からお見えですか

と問われ、埼玉からと答えると、やおら興奮状態に。その方は、あの安岡正篤(まさひろ)

が設立した財団法人日本農士学校の興農研修所で勉強したとのこと。その研修所は埼玉県

比企郡菅谷村（現在の嵐山町。その跡地は現在国立婦人教育会館）にあったのだ。全国か

ら集まった青年達と勉学した時の思いが沸き上がったようだ。熱い解説を聞き、お礼を申

し上げ、東北新幹線八戸駅でレンタカーを返し、帰路についた。
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機材搬入口  出    仰 見 

平ヶ岳（2,139m）プリンスライン登⼭
記：小野寺 博

【日 程】 平成 26 年 8 月 30 日(土)雨のち曇り・ 31 日(日)快晴

【メンバー】 L 山﨑・兼堀(善)・小野寺(博)・森(花)

平ヶ岳は、日本百名山でもロングコースで山中に山小屋はなく、道中はキャンプが禁

止されているため、登るのをあきらめていた山だが、山﨑さんからお誘いがかかった。

話では、6 時間程度で頂上の往復が可能らしい。早速ネットで調べてみると、往復で 12 時

間とか、黒部五郎岳、水晶岳、鷲羽岳や、日本一の標高差と長さを誇る甲斐駒の黒戸尾根

に続く過酷なコース、途中に山小屋がないので日帰り登山としては最も過酷なコースなど

の情報が多く見られた。今回の計画は、昭和 61 年 10 月に浩宮様が登頂された際に登山道

が整備された中ノ岐林道からのプリンスラインをピストンした。プリンスは、中ノ岐林道

から登っているが、鷹ノ巣コースを下山したらしい。我らより健脚のようだ。

  日 土 

朝から結構な降りで、4 人を乗せた車は渋滞気味の関越道を一路新潟県小出へ向かった。

小出インターを出て国道 352 号線を尾瀬方面に進む。この国道は、途中奥只見湖湖畔の山

裾を回り込みながらカーブの連続で尾瀬御池に通じる道だ。途中、奥只見ダム建設のため

に掘られたシルバーラインを経由、長いトンネルが連続するが、途中トンネル内に信号が

あり直角に曲がりトンネルの

外に出られるようになってい

る。直進すればトンネルは奥只

見ダムに続き、曲がれはトンネ

ルの外に出て国道 352 号線の

銀山平に至る。登山は明日なの

で今日は観光、先ずはトンネル

を直進して奥只見ダムを見学

した。予約していないので資料

館の見学だけだが、山﨑さん

の押しで予約なしでダム内を

見学できることになった。写真のダム放水口脇に見える塔からエレベーターで地下に降り、

極寒のダム内通路を通り、更にエレベーターで下り、４機の発電機を見たり、機材搬入口

から外に出てダムを見上げるなど１時間の貴重な体験だった。

次に、越後駒ケ岳の登山口がある枝折峠へ、シルバーラインのトンネル内を左折して、国

道 352 号線を小出方面に向かった。

観光を終え本日の宿「湖山荘」には 15 時 17 分に到着、ザックを下して早速宿近くの温

泉センターで露天風呂に浸かる。近くで雷鳴が、じきに大雨となり宿に戻れなくなる。傘

を借り宿に戻って、持参の日本酒・ワイン・ウイスキーで乾杯となる。18 時に夕食、イワ

ナの塩焼きは身も骨もやわらかく頭からかぶりつき丸ごとおいしくいただいた。明日は 4

時に出発なので早めの就寝となった。
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林道 終点 登山口

平 岳山頂 三角点

  日 日 

3 時起床、雲の合間に星が見

える。身支度を済ませ 3 時 55

分にマイクロバスで宿を出発。

真っ暗な国道 352 号線のダム

湖に沿った九十九折れを、尾瀬

方面にバスは驀進する。

4 時半ごろ東の空が明るくな

ってきた。本日の天気が期待で

きそうだ。雨池橋の手前でバス

が停止した、ここから林道に入

る。運転手が林道のゲートを開いてバスは林道に入った。大変な悪路で首が落ちるのでは

ないかと心配になるほどで、年季の入ったマイクロバスは唸り声を発しながら驀進、5 時

19 分登山口に到着した。登山口には水場・簡易トイレ 3 基・タープと丸太の休憩スペース

があり、身支度とトイレを済まして 5 時 30 分に登山開始。

沢の左岸を進み細い板橋で沢を渡る、この橋は上流側だけがワイヤーロープで止めてあ

り増水時は流れに漂うようになっている。また頭上には増水時のために簡易ロープウェイ

があり増水時も渡れるので安心だ。沢を渡ると尾根に取り付き、急登になり高度を稼いで

いく。6 時 31 分登り始めて 1 時間が過ぎた、見晴らしの良い場所に出て小休止。谷の対岸

には険しい沢に雪渓が残っている。6 時 41 分「急登終了まであと 1 時間」のワープロのプ

リントがビニール袋に入れて木に括り付けてある場所に出た。7 時 3 分「急登終了まで残

り 30 分もうひと踏ん張り、上には楽園が待っている」と書いてある、良いペースで登って

いる。道は尾根から山腹に取り付いた感じになり樹林の背がだんだんと低くなってきた。

じきに湿原の片隅に飛び出した、ここからは木道が整備されており歩きやすい。7 時 37 分

玉子石に到着、自然の岩の上に玉子のような丸い石が乗っている、背後に湿原と池塘が見

え良い絵になる場所だ。頂上

はまだ先だ、湿原の先に平べ

ったい平ヶ岳山頂が見えてき

た。8 時 34 分頂上に到着、大

きなデッキがあり休憩スペー

スとなっている。10 メートル

先に三角点があり平ヶ岳の標

識がある。持参のミニ三脚で

集合写真を撮影。下山は、鷹

ノ巣コースの方向に向かって

途中の姫池を9時16分に経由

し、分岐を中ノ俣登山口へと

下った。

11 時 30 分マイクロバスの待つ登山口に到着、最後のグループが 12 時 35 分に戻り全員揃

ったのを確認してマイクロバスは悪路を宿に向けて出発した。
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白毛門沢 怪我による撤退 記：山口 裕史

◆山行日：２０１４年８月３１日 ◆メンバー：L 鈴木（勝）、山口（裕）、森（律）

◆コースタイム: 6 時間 20 分

6:20白毛門駐車場6:45→入渓6:50→7:15ハナゲノ滝 7:20→7:30左に大岩ある負傷地点

（応急処置）→8:25 ハナゲノ滝下→9:20 白毛門駐車場

最終週は土日で谷川岳の万太郎沢の予定でしたが、あいにく

の天気。さすがに沢泊まりで天気が悪いのは勘弁で、本日多

少雨降ってもということで隣の山塊である白毛門沢を遡行す

ることに急遽変更です。夏のピーカンの青空のもと冷たい沢

のジャブジャブ浸かっての遡行を楽しみにしていたが、途中

の温度計では気温 17℃。夏の暑さは過ぎて少し肌寒いかと思

われる入渓に若干沈みながらも、久しぶりに沢に入ると想像

していたより水も冷たくなくやる気も上々。連日の雨のせい

か若干水量が多く感じる。ナメた沢床を歩く明るい雰囲気に

やはり谷川の沢は良いな～と口元もニンマリしてくる。先行

の 10 名程度のパーティーを抜かし、しばらく歩いた先に見え

たハナゲノ滝は写真を見ればわかるとおりかなり大きな滝で迫力がある。ザイルが無くて

も滑らないように慎重に歩けば越えられる滝だった。ここからナメをさらに歩きいよいよ

分岐というところで、左に大岩がある若干水量がある 2m くらいの滝。水際は若干深く濡れ

る。私はそちらを歩き始めるが、鈴木リーダーは水に濡れたくないため若干上の岩場を伝

っていく…と、次の瞬間何気ない岩場に見えたところでスリップ。かろうじて下に落ちる

ことは無かったものの、滑った瞬間に足を捻ったようだ。なんとか滝上部の平らな場所ま

で行き、沢靴を脱いで状況を見ると、くるぶし付近が膨れ始めていた。とりあえず、テー

ピングで応急手当をし、足の具合を見るがビッコを引いている。とてもこれから数時間の

登りと、3 時間の下りに耐えられる状況には見えず、悔しい表情を浮かべる。幸い登り始

めて 1 時間も経っていないので、下山することにした。まだ足を付くことが可能だったこ

と、沢の巻き道がしっかりしていたこともあり、ゆっくりと休憩を取りながらでも無事に

下山できたので今回はホッとした。沢登りではそれほど危険に見えない箇所でも滑り易く、

ややもすれば大怪我に繋がりかねないため、細心の注意が必要なのを改めて感じた。今シ

ーズンは、沢登り強化年間のはずが・・・シーズン 2 本。ちょっと寂しいが、取り付いた

雰囲気から白毛門沢もとても明るい沢で、来年は是非またチャレンジしたい。万太郎沢も
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リベンジだ。
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⼩仏峠〜⼤洞⼭〜草⼾⼭
記：兼堀 恵美子

★山行日・・・平成 26 年 8 月 31 日（日）

★メンバー・・Ｌ畑野仁美、平野祥子、兼堀恵美子

★コース・・・南越谷 5:31～西国分寺～高尾 6:48（バス）高尾 7:12～小仏 7:30

小仏バス停 7:40＝小仏峠＝城山 9:15＝大垂水＝大洞山 11:20＝三沢峠 13:23＝

草戸山 14:00＝高尾山口駅 15:40 高尾山口～高尾～南越谷 17:30

9 月 6 日～7 日の木曽駒ヶ岳を控え、ここのところほとんど山へは行ってなかったので足

馴らしにどこか行きたいなぁと思っていたところ、畑野さんが高尾山の計画を立ててくれ

ました。平野さんが加わり 3 人で南越谷に集合して高尾駅からバスで小仏峠まで行き城山

～高尾山へのコース・・・の予定でしたが、城山へ思ったより早く着いたのでこのまま高

尾山へ行くのでは物足りない（？）と言う事で、畑野さん、平野さんが以前行ったことの

ある大垂水峠から大洞山(逆コースだった)へのコースに変更することに・・ 3 人なので即

決定！ 大垂水峠まで下り甲州街道を渡り大洞山へ。少々暑かったけれど木々の間からの

風は冷たく心地よかったです。大洞山でゆっくり昼食。そこで地元の 77 歳の山爺さんに出

会い、しばし山の話しを聞くことに。この人結構凄い人で日本の高山は勿論、外国の山も

登っていて、田部井淳子さんもよく知っているとか・・・その人の勧めでこれから先のコ

ースは三沢峠～草戸山～草戸峠に決定（道も良く見晴しも良いとのこと）結構アップダウ

ンがあったけれど 1 時間 30 分位で草戸山に到着。緑色の城山湖が眼下に見え眺望は良かっ

たです。

草戸山から草戸峠～高尾山口駅方面まではまたまたアップダウンの連続で時間も思って

いたよりかかってしまいました。少々足の疲れを感じてきた頃やっと民家が見え、その脇

の細道を急降下して高尾山道に到着。

高尾山のつもりが思いもかけず初めての大洞山、草戸山に行けて私としては大満足の山行

でした。畑野さん、平野さん、ありがとうございました。
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40 周年記念･⽇本の⾼⼭ 40 座登⼭

西穂高岳＆焼岳
記：鎌形 瑞枝

▲日 程 2014 年 9 月 5 日～7 日

▲メンバー L 鎌形瑞枝 大門京子 会員外 1 名

▲コ ー ス ９/５ 草加駅 22：00

９/６ 新穂高ロープウェイ 9：00―西穂山荘 10：00―独標 11：30

西穂高岳山頂 12：40―西穂山荘

９/７ 西穂山荘 5：50―焼岳小屋 8：30―焼岳 9：45―中原高原

12：50―駐車場 13：20

出発当日まで悩みましたが、山小屋の予報は前日より好転するとの事。22時草加で箕輪さん

を乗せ出発。彼女は昨年、薬師岳縦走で出会い、電話番号の交換をしていました。

新穂高無料駐車場で仮眠。一番のロープウェイで西穂登山口へ。槍ヶ岳が天を仰いでいまし

た。今年一番の最高の天気です。冬に来た時と違い、山荘は明るく賑やかで、気分が高揚して

いました。数日前に滑落事故のニュースを見ていたのでちょっぴり緊張感がありました。丸山、

独標、ピラミッドピークと順調に進み、滑落事故が起きていたなんて不思議でした。日頃の岩

トレの 3点確保で乗り越え、西穂高岳山頂に立つ事ができました。

360度の展望は久しぶり。登った山がズラリ並

んでいます。槍、奥穂、ジャンダルム、前穂、

上高地、霞沢、焼岳、乗鞍、白山、笠、黒部五

郎、薬師岳等。いくら見ていても飽きないもの

で 45分も居ました。何時か行ってみたいジャン

ダルム、目前の赤岩岳は、そそり立って人を拒

んでいるみたい。箕輪さんも到着し、下山。

山荘の生ビールのおいしかったこと！！

夜中に雨が降るも、朝食時の天気予報は、

回復に向かうとの事。濃い霧の中焼岳に向

かう。初めての道なので黄色のウエァーを

追った。焼岳小屋まで何も見えず。小屋を

少し上がったところで焼岳が顔を出す。と

ころどころ、噴煙が上がっていた。大正池、

梓川がきれい！青空も見えだしたが、山頂

では中々雲が取れず中尾高原に下山。白水

の滝が素敵でした。大門さんお疲れ様。楽しい山旅でした。
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南アルプス：光岳 2,591m ・茶臼岳 2,604m

記：石井 文子

日 程：2014(平成２６年)年 9 月 5 日(金)~9 日(火) ４泊５日

参加者：L.石井(美)、山﨑、石井(文)

コースタイム：

9/5(金)草加 6：00＝＝長島ダム 10：00＝＝井川大仏＝＝白樺荘 12：00

9/6(土)白樺荘 6：40＝＝茶臼岳登山口 7：15→やれやれ峠 8：00→

吊り橋２か所目 8：30→ウソッコ小屋 9：20→中の段 10：30→横窪小屋 11：20→樺

段 13：30→茶臼小屋 14：30

9/7(日)茶臼小屋 5：00～6：15→茶臼岳 6：55→仁田岳分岐 7：45→易老岳 9：40→

イザルヶ岳往復１５分→光小屋 13：05~15→光岳 13：30→光石 13：45→

光小屋 14：30

9/8(月)光小屋 5：50→三吉平 7：35→易老岳 8：20→仁田岳分岐 10：25→仁田岳 10：50→

仁田岳分岐 11：10～20→茶臼岳 12：10～13：00→茶臼小屋 13：30

9/9(火)茶臼小屋 4：55→樺段 5：30→水場 5：55→横窪沢小屋 6：45→中の段 7：25→ウソ

ッコ沢小屋 8：14→やれやれ峠 9：35→大吊橋 10：05→茶臼岳登山口バス停 10：

15～40＝＝白樺荘 11：00~30＝＝田代オートキャンプ場 11：40～12：30＝＝千頭駅

食堂 13：00～50＝＝草加 18：30

美樹さんが今年の初め、聖岳光岳を一

緒に登る計画をたてていました。私も行

ってみたいけど、6 時間以上の歩程は不

安があるので、8 月聖岳、9 月光岳と分け

てもらうことにしました。

小屋の予約をすると、茶臼小屋は 3 名以

下は予約不要でした。

光小屋はホームページに条件が色々載

っていました。3 名以下、3 人全員が 50

歳以上、午後 3 時までに小屋到着するこ

と。電話で申し込むと、茶臼岳から光岳

をピストンで帰る人が多い。水がないからお湯のサービスはありません。備え付けのシュ

ラフは虫がいると言われたのでシュラフを持ってきてほしい。昼食も提供しない。と、条

件がもっと増えました。私はピストンでは 12 時間以上かかるので 6 時間しか歩かないこと

にしている、水は担いで持っていきます。シュラフも持っていきます。昼食も自分で用意

します。と、言ったら、ようやく予約を OK してくれました。登山 4 日前に光小屋から電話
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があり易老渡登山口への道路が通行止めだという、茶臼岳から登るから大丈夫と返答をし

ました。

9 月 5 日(金)晴れ途中雨のち晴れ、聖岳登山

の時と同じ方向なので、前回気になった、井

川大仏を見学して 12：00 白樺荘到着。

9 月 6 日(土)晴れ、予約しておいた井川観光バ

スに乗り込むと中型バスが満員でした。

茶臼岳登山口で降りたのは私達 3 人と三人組

の 6 人だけだったので、他の人は聖岳登山の

人達でした。標高差 1500m、歩程 7 時間で最初

はながーい吊り橋です。渡り終えるとすぐに

急な登り、緑が目に良いが、蒸し暑さが加わ

り額に汗が滲みます。やれやれ峠 8：00 吊り橋を 4 回わたり階段を登り時々河原を歩いた

り、滝の側をとおりますが、急登は続きます。横窪沢小屋 11：20 なかなか高度が上がりま

せん。樺段についたら茶臼小屋の人が書いたのか[小屋まであと四分の一]の立札が、少し

ゴールが見えてきました。[あと二分の一]、[あと一息]と看板に励まされ、14：30 茶臼小

屋到着。宿泊者は明日登る光岳登山の方が多かった。夕飯はお刺身がでました。

9 月 7 日(日)雨のち晴れ 5：30 に出発予定だったが、大雨が止むまで待とうという事に。

しかし小屋の掃除をするというので、邪魔しても悪いから 6：15 出発しましました。雨と

風が強い、茶臼岳へ向かう登山道では雨の中に雷鳥が２羽、餌を探しているのか這松のま

わりを歩いているのを発見、感激です。茶臼山頂到着 6：55 まだ雨風は強いです。仁田岳

方面へ降りる道は岩がごつごつしています。雨風が強いので仁田岳は、スルーしました。

易老岳に近づくにつれ雨が上がってきました。登り下りを繰り返し、三吉平からは、一番

の急登にさしかかりました。

トリカブトが群生、大文字草、ハクサンフウロが和ませてくれます。イザルガ岳を往復し

木道になり水場でおいしい南アルプス天然水を飲みました。ここは静高平と名前がついて

いました。3：05 光小屋到着、融通のきかない

小屋番かなと、思ったらとても穏やかな人達

で、温かいお茶をだしてくれながら小屋の説

明や、光岳、光石までのコースタイムの説明

をして、とても親切な良い人達でした。荷物

を置いて１５分で 13：30 光岳到着、美樹さん

百名山中９９座目です。樹木があって展望が

ないため 5ｍ離れた場所に展望台がありまし

た。気持ちよかったです。近くにある私が一

番見たかった光石に１５分で到着、天気が良

いので白く眩しかったです。「深田久弥の百名山」光岳の章で這松の最南端の文章があるが

光石の手前にあったのがそれだと思いました。14：30 光小屋に戻りました。光岳登山で百

名山踏破した人にはバッチを進呈していました。

小屋はログハウスで二階建て、宿泊者は、私達３人、自炊の４人組(一人はガイド)と、自
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炊の団体（二人はガイド）で、食事を摂ったのは私達３人だけでした。自炊組はガイドが

湯を沸かしていました。自炊室は食堂の一角にあり、食事つきの私たちの時間が３０分も

ありません、自炊組が優遇されているように感じました。夜眠れず外に出ると月明かりの

中、イザルガ岳の隣に富士山が見えました。

９月８日(月)晴れ 5：00 朝食の時、日の出は 5：23 と教えられ、徐々に太陽が上がり、

富士山とご来光とが見られて小屋泊まりにしてよかったと、思いました。

晴天の中、茶臼小屋まで帰ります。富士山が見え隠れします。木曽駒ヶ岳、御嶽山が見え、

モグラも顔を出します。７日に風雨で登頂断念した仁田岳に登りました。やはり富士山が

見えています。茶臼岳 12：10 到着、聖岳、上河内岳、大沢岳、赤石岳が見え光小屋も見え

ました。景色を満喫しゆっくり過ごす。13：30 茶臼小屋に到着、小屋からも雲海の上にあ

る富士山が見えまたまた感激しました。

９月９日(火)晴れ 4：55 茶臼小屋出発バス予約時間 10：40 に間に合うよう余裕をもって

出発、朝食の弁当は稲荷寿司でした。こんな急な登山道を登っていたのか実感しながら、

下っていくと、太ったマムシに出会う。お腹がいっぱいなのかゆっくりと進んでいく。4

か所の吊り橋を渡りバス時間まで余裕があるようなので河原でゆっくり過ごす。畑薙ダム

のながーい吊り橋を渡り 10：10 バス停到着、白樺荘で風呂に入ろうと思ったら定休日で、

田代温泉をバスの運転手に教えてもらう。風呂は３００円。温泉だが時間が早かったので、

一か所しか用意できなく順番に入る。お昼は、千頭駅近くの食堂でイワナの定食を食べ、

草加には午後 6：30 に到着しました。

光岳は眺望が良くないと、聞いていたので、光小屋に泊まっても期待できないと思って

いましたが、こんなにきれいな富士山を見ることができるのなら、小屋の人ももっと宣伝

をすべきだし、宿泊の予約を頑張ってとった甲斐がありました。

百名山を目標にしている人が多くガイド同伴登山者や最後に光岳に登る人が沢山いるのに

も驚きました。
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40 周年記念･⽇本の⾼⼭ 40 座登⼭

木曽駒ヶ岳・宝剣岳（2956ｍ・ 2931ｍ）

記：畑野 仁美

◆山行日：2014 年 9 月 6（土）～7 日（日）

◆山行者：L 畑野 仁美・兼堀 善和・兼堀 恵美子・渋谷 久美子・森 花江 5 名

◆コース：

１日目：13：25 千畳敷～乗越浄土 14：20～宝剣岳 15：00～15：20 宝剣山荘～中岳

～山荘 16：00～木曽駒ヶ岳 16：20～山荘 16：40

２日目：7：30 山荘～巻道経由～乗越浄土 8：30～千畳敷 9：10

◆宿泊地：駒ヶ岳頂上山荘

新宿から始発の高速バスを予約、バスセンターに着くと大月～勝沼事故で通行止め、到

着は大幅に遅れるとの事でしたが、予定通りバスに乗り込みました。幸い渋滞していまし

たが通行止めは解除されていました。駒ケ根インターで下車し路線バスとロープウェイで

千畳敷に 2 時間遅れで到着。ホテル前からは緑の千畳敷が見える、毎年来ますが雪景色な

ので、初めて見る景色です。

カールに下るとまだ夏の花が残ってい

てその中に秋の花が鮮やかに咲いている。花を楽しみながら最後の急坂を乗越浄土までゆ

っくり行ったが、1 時間で登ることが出来ました。宝剣山荘付近に荷物を置き宝剣岳を目

指しました。岩場まで来ると少し渋滞になっていました。私たちも写真を撮ってすぐ引き

返します。中岳を超えると山荘は目の前です、沢山のテントが張られていました。

受付をして翌日の天気を聞くと悪そうなので部屋に入る前に木曽駒ヶ岳の山頂へ行くこと

にしました。山頂も目の前です。宝剣岳では展望を楽しむ時間が無かったのでここでゆっ

くり楽しみました。南アルプスや槍穂高と乗鞍が見えました。

小屋はそれほど広くはないですが一部屋もらえました。それにトイレが綺麗でした。

夕食が終わり 7 時すぎごろから明け方まで雨が降っていたようです。

翌日は天気が良ければ馬の背から池を巡って下る予定でしたが、雨は止んでいたけど霧
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が濃く何にも見えませんので早めに下山することにしました。

帰りは中岳を登らず巻道を行きましたが中岳直下は岩場のトラバースになっていました。

地図を確認せずに巻道だからと行ってしまいました、こういう所がまだまだリーダーの自

覚がかけていますね？反省です！！

乗越から慎重に下ります、カール近くで霧が晴れてきて辺りが見渡すことが出来ました。

下の方はまだキンポウゲやアオノツガザクラの群生があり、ナナカマドの葉っぱも露でキ

ラキラして綺麗でした。

9：30 のロープウェイで下界へ、菅の台まで下って来ると駐車場横でバザーをやってい

ました、一回りしてみると全国各地から職人さんが出店していました。木工、陶器、革製

品など色々ありました。

近くの温泉でゆっくりして予定より早いバスで帰るこ

とが出来ました。

いつかは登りたいと思っていたので 40 周年でチャン

スをいただき良かったです。

行くまでどうなるかと思いましたが、行程が短かったの

で慌てる事無く時間通りに小屋に着け思いのほかのん

びり山行になりました。

参加いただいた皆さん、ありがとうございました。
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記:上原 すみ

★実施年月日：2014 年 9 月 9 日(火)

★メ ン バ ー：L 小野寺、黒澤、上原

★行 程：駐車場…つつじヶ丘コース…女体山山頂

体調の回復を心配して下さっていたお二人に誘われて、約１年ぶりの山歩きです。

急遽 1 日早めた都合で出発は少し遅れて、駐車場に着いたのは 10:15 でした。途中で具合

が悪くならないか、足の運びは大丈夫か不安が過ります。

筑波山といえば、会員の方々も足慣らし山行等で、何回

も訪れている山ですね。

お二人の優しい気配りで、ゆっくりと歩いてくださり、休

憩も 30 分毎にとってくれて、無事に 12:30 山頂に着きまし

た。ここで昼食をとりますが、お二人の食欲に圧倒され羨

ましく眺めながら、おにぎりを頬ばりました。

13:05 に下山開始です。弁慶茶屋跡までは岩場なので慎

重です。やがて、穏やかに開けた緩やかな下り坂に入り、

少しホッとし小休止をしているとき、突然、上空にけたた

ましいヘリコプターの轟音、もしや急病人？

事故？こちらのコースに下山する人達も少ないのに、何？

何?・・・・・ でも、様子が変？緊迫感が無い、

かなり低く飛んでいて 2 回ほど旋回し、ホバリングして隊

員2名をロープで降ろして去って行った。

その後、ヘリコプターは再び戻ってきて、

降ろされた隊員の一人が、もう一人の隊

員を抱えて吊り上げられ機体の中に消

えた。救助訓練のようでホッとし、人命

救助に携わっている方々に改めて感謝

しました。

無事に駐車場に戻り、出発も遅いし、歩

くのも遅いので風呂は中止です。私のリ

ハビリ山行にお付き合い下さったお二

人に、心からお礼申し上げます。これで、

尾瀬にも行けそうです。

もうﾁｮﾋﾞｯﾄ頑張って⾒ますので、
宜しくﾈ！
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空⽊岳〜南駒ヶ岳
記：大門 京子

日 時：２０１４年９月１３日～１５日

メンバー ：L 園木 加藤 大門

コ ー ス ：

１日目（13 日）草加 2:00～しらび平 7:55＝ロープウェイ＝千畳敷 8:45～極楽平 9:25

～宝剣岳 10:00～鑓尾避難小屋 13:25

2 日目（14 日）鑓尾避難小屋 6:00～熊沢岳 7:50～木曽殿越 9:40～空木岳=駒峰

ヒュッテ 11:50 = 赤事山 12:50～南駒ヶ岳 13:25～空木駒峰ヒュッテ 15:10

3 日目（15 日） 駒峰ヒュッテ 7:05 ～分岐 7:55 ～池山水場 10:05～空木登山口

11:15 = タクシー= 黒川平～草加 21:00

1 日目

空木岳～南駒ヶ岳に行ってきました。しかもロープウェイで 2650ｍの千畳敷まで行っち

ゃうと楽々コースです。朝早く草加を 2 時に出るも三連休の初日、天候も良くしらび平の

駐車場のバス乗り場も長蛇の列、ロープウェイも整理券をもらい順番待ちとなる。

千畳敷で登山計画書を出し、駒ヶ岳神社に安全祈願をして、空木岳に行く。30 分程急坂

をゆっくり休みながら登ると極楽平に出る。ここに重荷を置き、サブザックで宝剣岳を往

復する。宝剣岳は岩場が多い。足場もクサリもしっかりついているが、3 点確保で慎重に

行く。頂上は狭く写真を一枚撮りすぐ降りる。その先の三ﾉ沢往復の計画もあったがここで

3 時間のロスは？ 小屋に入れないかも？諦める事になった。極楽平に置いた荷物を背負い、

ハイ松の中を濁沢大峰から檜屋岳に着

く。後ろを振り返ると宝剣と木曽駒、

三ﾉ沢岳を眺め、前には空木岳がそびえ

ている。しばし景色を堪能する。下の

方に檜尾避難小屋のドーム型の赤い屋

根が見える。10分程下って小屋に着く。

早かったので場所を確保できたが、狭

い小屋はすぐに満員になり、外でテン

トの人も大勢いました。
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２日目

朝、外は霜で真っ白。風も冷たい。

甲斐駒の横から出る朝日が眩しい。

今日も良い天気です。朝食もそこそ

こに早目の出発をする。空木に向か

って熊沢岳までアップダウンを繰り

返す。巨岩の多い熊沢岳を過ぎ、東

川岳から急坂を一気に下ると木曽殿

越で一休み。目の前の急坂をうらめ

しそうに見上げる。この坂上登り、

岩を上がり這松の道を行き１時間半

程で空木岳山頂。八月は雨の多い日

が続いたが、九月に入り好天が続き、

今日も３６０°の展望が広がっています。すぐ下にある駒峰ヒュッテまで下り、早速ザッ

クを下ろし、マット、シュラフで場所を確保。サブザックで南駒ヶ岳の往復に向かう。頂

上直下の小屋だが登りはきつい。空木から尾根沿いに赤爺山に着く。前にはどっしりとし

た南駒ヶ岳が雄々しい。更にゴツゴツした岩を登り南駒ヶ岳頂上に着く。頂上にある祠に

無事の登頂のお礼と下山の安全を祈る。少しずつガスが上がって来て、稜線の半分が白い。

登頂の感動を味わい、景色を堪能し、また来た道を駒峰ヒュッテまで戻る。荷物が軽いの

はとても楽だと実感しました。今日も小屋は満員です。夕方になっても入ってくる人もい

て、土間から通路までと足の踏み場もありません。空木周辺は野営禁止区域のためテント

は張れません。今日もゆっくり眠れそうにありません。

３日目

案の定、寝返りもやっと、いびきもすごいとで今朝も寝不足でーす。空木岳山頂まで、

御来光を見に行って来る。ゆっくり朝食をとり、池

山方面へ下山する。なだらか空木平の稜線を行くと

「駒石」という大きな岩がある。上まで登り高度感

を楽しむ。分岐から樹林帯の中を進む。その先の小

地獄・大地獄の急坂が続く。滑らないように慎重に

下る。池山小屋の近くの水場に出て一息入れる。整

備された登山道を下り、林道の空木岳登山口に着く。

長い林道歩きが続くので黒川平駐車場までタクシー

で行く。タクシーの運転手さんに日帰りの入浴の風

呂とＢ級グルメのソースかつ丼の美味しい店を教え

てもらい、行って来ました。

連休の帰り道渋滞で遅くなりましたが、今日も車

の運転お疲れ様でした。園木さん、加藤さん、御一

緒の山行ありがとうございました。
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40 周年記念･⽇本の⾼⼭ 40 座登⼭

塩見岳 蝙蝠岳  尾根歩  最高  鳥倉  三伏峠幕営 

記：山口 裕史

◆山行日：２０１４年９月１３日～１５日

◆メンバー：L 山﨑、山口(敏)、山口(裕)、

三浦

◆コースタイム:

1 日目：6 時間 スタート地点 09:54～10:16 鳥倉

林道ゲート（駐車場）10:17～10:56 鳥倉林道登山

口 11:02～13:47 三伏峠小屋 14:08～14:54 烏帽子

岳～16:15 三伏峠小屋 16:17～16:20 宿泊地泊

2 日目：10 時間 50 分 三伏山 04:30～5:09 本谷山 05:11～06:27 塩見小屋 06:33～07:23 塩見岳～

07:28塩見岳 東峰～08:18北俣岳～09:50蝙蝠岳 09:51～11:20北俣岳 11:22～12:11塩見岳 東峰

12:21～12:21 塩見岳 12:22～13:05 塩見小屋 13:08～14:25 本谷山～15:04 三伏山～15:17 三伏峠小

屋テント泊

3 日目：2 時間 50 分 三伏峠小屋 05:10～07:00 鳥倉林道登山口 07:07～07:45 鳥倉林道ゲート（駐

車場）～08:04 ゴール地点

当初は勝さんと西穂～奥穂を歩く予定でしたが、前月末の白毛門沢で勝さんが足を負傷

したため、今年は中止にすることにして、さてどうしたものかと思案。せっかくの 3 連休

だし百名山を歩きたいと考え、ちょうど山﨑さんが計画していた、今年 3 月に 2 度目の挑

戦も敗退した塩見岳に乗せてもらうことにしました。天気も良いので 3 連休フルに使い、

2 日目足を伸ばして、万が一美樹さんが歩けなかったときのために蝙蝠岳まで歩きます。

1 日目は三伏峠のテン場を使うので、前日入りはせずに 4 時半に地元を出る。最近は南

アルプスも随分と人気になってきて、3 連休では塩見もご他聞にもれず混んでいることを

覚悟してきたが、駐車場は第 2 駐車スペースまでも路肩満載で想像以上に混んでいた。若

干予定よりも大目に歩くことになったが、程なく登山口に付く。登山ポストには山のよう

に自転車が括り付けられ、この中の何台かは日帰り塩見を目指しているのだろう。

初めて鳥倉より入るが取り付きの標高が高い為、塩川よりもゆるやかで歩き易い。10 分割

され各区間に案内板があるのは目安になる。途中の水場があるが、三伏峠にもあるため、

ここで汲む人も少ないだろう。予定より早く三伏峠に到着、テント場が思っていた通り結

構混んでいたが、適地に幕営。時間があるので烏帽子岳まで歩くことにする。3 月に三伏

山から見ていってみたいと思った烏帽子岳は、小屋からも近く登りやすい。山頂からは 360

http://www.yamareco.com/modules/yamainfo/ptinfo.php?ptid=8656
http://www.yamareco.com/modules/yamainfo/ptinfo.php?ptid=1671
http://www.yamareco.com/modules/yamainfo/ptinfo.php?ptid=1720
http://www.yamareco.com/modules/yamainfo/ptinfo.php?ptid=1151
http://www.yamareco.com/modules/yamainfo/ptinfo.php?ptid=1720
http://www.yamareco.com/modules/yamainfo/ptinfo.php?ptid=20030
http://www.yamareco.com/modules/yamainfo/ptinfo.php?ptid=4292
http://www.yamareco.com/modules/yamainfo/ptinfo.php?ptid=1719
http://www.yamareco.com/modules/yamainfo/ptinfo.php?ptid=84
http://www.yamareco.com/modules/yamainfo/ptinfo.php?ptid=21130
http://www.yamareco.com/modules/yamainfo/ptinfo.php?ptid=19859
http://www.yamareco.com/modules/yamainfo/ptinfo.php?ptid=883
http://www.yamareco.com/modules/yamainfo/ptinfo.php?ptid=19859
http://www.yamareco.com/modules/yamainfo/ptinfo.php?ptid=21130
http://www.yamareco.com/modules/yamainfo/ptinfo.php?ptid=84
http://www.yamareco.com/modules/yamainfo/ptinfo.php?ptid=1719
http://www.yamareco.com/modules/yamainfo/ptinfo.php?ptid=4292
http://www.yamareco.com/modules/yamainfo/ptinfo.php?ptid=20030
http://www.yamareco.com/modules/yamainfo/ptinfo.php?ptid=1720
http://www.yamareco.com/modules/yamainfo/ptinfo.php?ptid=1720
http://www.yamareco.com/modules/yamainfo/ptinfo.php?ptid=1671
http://www.yamareco.com/modules/yamainfo/ptinfo.php?ptid=8656
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度の展望があり、今回は何とかガスの中、展望が垣間見えたので満足して下山する。帰り

にお花畑から 5 分ほど降って水場でプラティパスに水を汲んで 3 日間の水を確保する。今

日は結構冷えていたのでビールは飲まず、お湯割りですごす。寒くなるとお湯割りが旨い。

2 日目、蝙蝠岳への行程は、マップ上で 6 時間以上あるため日の出前に出発した。ちょ

うど本谷山に到着したころ明るくなり始め、塩見と富士が浮かび上がってきた。3 月にき

たときは展望の良い山だと思ったが、実際には樹林が高く余り展望が良くない。少なくと

も 3 月に訪れた時には 1 メートル以上積雪があった感じだ。やはりアルプスは雪深い。日

の出を本谷山で見る予定だったが、早めに着いたのでそのまま進んだ。

本谷山よりかなり降って登り返すも、冬は大苦戦した登山道も歩き易く早々に塩見小屋ま

で到着。天狗岩を過ぎたときに見える塩見の岩陵は壮観だ。慎重に岩場を過ぎて山頂に立

つと、反対側の展望が開け、白峰三山の稜線とその先に富士山が見えた。鹿島槍みたいに

南峰から北峰に行くのに数十分かかるのと異なり、西峰と東峰は 30 秒程度なので展望の良

い東峰で休憩を取った。

山頂から見える蝙蝠岳のピラミダルな形を見る

と行きたくなる人も多くなるだろう。私は巻く

ように繋がるその稜線の長さにたじろぎながら

もワクワクする。北俣分岐を越え、若干の岩陵

帯を慎重に越えると、いよいよ素晴らしい稜線

歩き。この稜線歩きは最高に素晴らしい！蝙蝠

への最後の登りは枝漕ぎが大変だが、是非歩いてもらいたい。塩見にくるなら二軒小屋か

ら蝙蝠を越えてくるのが良いコースではないかと思った。

蝙蝠山頂に到着、標高 2865m は百高山 43 位で最近注目を集めているようだ。残念ながら富

士山は雲に巻かれ見えなくなったが、塩見、荒川三山を間近に見える大展望で、長くいた

いが帰りの行程を考えるとそうもゆっくりでき来ず元来た道を戻った。塩見の山頂で山﨑・

山口敏組が待っていてくれた。二人も北俣まで行ったらしい。予定よりは早かったが休憩

含めて 11 時間は久しぶりのロングコースだった。テン場についたらビール 2 本と、焼酎で

3 度目のリベンジにて塩見に登頂できたことを祝った。

3 日目、早々に下山を開始した。下り中に見えた赤く染まる空の下の塩見のシルエットが

印象に残る。歩き易い為コースタイムより早く到着し、麓の湯がまだ営業していないので

駒ヶ根まで下道で行き「こまくさの湯」にて汗を流す。明治亭で名物ソースカツ丼のボリ

ュームに驚きながら、山で消費したエネルギーを一挙に取り戻す。

次回塩見へ訪れる時は、間ノ岳からの縦走か、荒川・塩見の周回をしてみたいものだ。
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帝釈⼭(２０６０ｍ) 〜⽥代⼭（１９２６ｍ）・会津駒ヶ岳(２１３３ｍ)

(福島県檜枝岐村) 記：山﨑 正夫

【日 程】2014(平成 26).9.18(木)～19(金)

【天 気】①晴れ②曇り時々晴れ

【ﾒﾝﾊﾞｰ】Ｌ．山﨑、下川

【ｺ ｰ ｽ】

9/18 下川宅      外環道路草加    川口     東北高速道 西那須野塩原    国道    

号 山王峠 国道    号     民宿          馬坂峠                  帝釈

山                  田代山避難小屋 弘法大師堂            田代湿原      田代

山                  田代山避難小屋      帝釈山      馬坂峠      民宿    

9/19 5:15 朝食･民宿こまどり 6:30→6:40 会津駒ヶ岳滝沢登山口～10:00 会津駒ヶ岳山頂

10:21～11:00 中門岳～12:37 駒の小屋～15:03 会津駒ヶ岳滝沢登山口→西那須野塩原

IC→川口 JCT→外環道路草加 IC →20:10 下川宅

【経 費】高速道路代(外環 510＋東北道 3,760)×2＝8,540 円、ｶﾞｿﾘﾝ代＝6,739 円

宿泊代＝8,150 円 合計/一人当たり＝15,789 円

会津駒ヶ岳の山行のお誘いがあり、私にはこの後、平ヶ岳、光岳、塩見岳と山行が続い

ていたが、折角のお誘いなので、参加させていただくことにした。実施日が近づくとリー

ダーの小宮さんや他の参加者も用事が入ってしまい実施できないとの連絡がある。折角、

計画を作ったので参加できる会員だけでも行こうということになったが、結局下川さんと

私の二人だけになった。

9/18 私の車で下川さん宅へ迎えに行

き、外環道路草加インターから東北高

速道・西那須野塩原インター、国道 400

号を経由して、山王峠、国道 352 号を

経て、途中、前沢曲家集落を確認し、

今夜宿泊する民宿こまどりに寄る。そ

こから檜枝岐温泉燧の湯の横を通って

林道を進み、馬坂峠(1780m)に着く。峠

の先は修復工事中で行き止まりになっ

ている。ここにはに駐車場とトイレが

あり、帝釈山と台倉高山への登山口がある。

馬坂峠から帝釈山に向けて急坂を登る。程なく帝釈山に着く。ここから展望がきかない

尾根道を進み、弘法太子堂を兼ねた田代山避難小屋に着く。隣に立派なバイオトイレが新

しく建てられている。ここを過ぎると、田代湿原だ。丁寧に敷かれた木道を一周する。途

中、山頂らしくないところに田代山の標識が立っている。湿原で田代山と猿倉をピストン
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する２グループに会った。静かな湿原の

奥でゆったりと時間を過ごす。至福の時

が過ぎる。

ここから、来た道を馬坂峠まで戻り、林

道の途中で、これまで見たこともない程

の鈴なりのトリカブトの花房を見つけ撮

影し、民宿こまどりに投宿。宿も客は他

に１人と静かである。

美味しい夕食をいただき満足。畳の縁

に水芭蕉の絵と尾瀬の文字が織り込まれ

ていて、感心する。宿の御主人によると、

地区の畳屋さんにこの仕様で頼むとのこと。

9/19 ５時１５分に朝食をいただき、玄関の前で御主人が写真を撮ってくれ、直ぐプリン

トアウトし渡してくれる。車で会津駒ヶ岳滝沢登山口まで行き、取付の木の階段を昇り、

登山道に入る。駒の大池の前を通り、途

中から山頂への急坂を昇り会津駒ヶ岳山

頂に着く。

もっともらしい山頂標識と、それとは

別に比較的新しい板の両面に南面と北面

のパノラマ図を彫ったものが立てられて

いる。ここから降り、靄の中の中門岳に

着く。ここから引き返す。途中、霧もは

れてきて、１０日後に会の公開バスハイ

クで行く尾瀬の風景が見えてきた。燧岳

や志仏岳、その間に広がる尾瀬ヶ原の草

紅葉が微かに見える。駒の小屋で休憩

し、登山口に戻った。帰路の途中、山口敏雄会員推薦の前沢曲家集落に寄るつもりで、注

意して車を進めたが、看板の方向が違

う為か、解らずに通り過ぎてしまい、

諦めて西那須野塩原から東北道を経て

草加に帰った。
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北 百名山  座周回満喫   

折立 雲 平 水晶岳 鷲羽岳 三俣蓮華岳 黒部五郎岳 薬師岳 折立

記：山口 裕史

 山行日     年 月  日   日

       山口 裕  山口 敏  三浦 森 律 

         時間   分

 日目   時間

折立            太郎坂              青淵            五光岩         太郎平

小屋            薬師沢小屋                庭園            奥日本庭園      祖母岳

           雲 平山荘            雲 平   場泊

 日目   時間   分

雲 平   場               庭園      祖父岳分岐            祖父岳            岩

苔乗越               北分岐            水晶小屋            水晶岳            水晶小

屋               北分岐               岳            鷲羽岳            三俣山荘

           三俣峠            三俣蓮華岳            三俣蓮華岳巻道分岐            黒

部五郎小舎泊

 日目  時間   分

黒部五郎小舎            黒部五郎 肩            黒部五郎岳            黒部五郎 肩

           中俣乗越            赤木岳      北 俣岳            神岡新道分岐      太

郎山            太郎平小屋            薬師峠泊

 日目  時間   分

薬師峠            薬師平            薬師岳山荘            薬師岳避難小屋跡       

     薬師岳            薬師岳避難小屋跡      薬師岳山荘            薬師平      薬師

峠            太郎平小屋            五光岩         青淵            太郎坂     

              折立               地点

飛び石連休でちょうど有給休暇が取得できたので、なかなか遠くて入る機会がなかった

富山折立から入る北アルプスに向かう計画を立てました。せっかくなので百名山を 4 座歩

く周回ルートです。メンバーは 68 歳の父親もおり、4 人で標準コースタイムでした。

http://www.yamareco.com/modules/yamainfo/ptinfo.php?ptid=1422
http://www.yamareco.com/modules/yamainfo/ptinfo.php?ptid=15650
http://www.yamareco.com/modules/yamainfo/ptinfo.php?ptid=15011
http://www.yamareco.com/modules/yamainfo/ptinfo.php?ptid=4346
http://www.yamareco.com/modules/yamainfo/ptinfo.php?ptid=1426
http://www.yamareco.com/modules/yamainfo/ptinfo.php?ptid=1815
http://www.yamareco.com/modules/yamainfo/ptinfo.php?ptid=9473
http://www.yamareco.com/modules/yamainfo/ptinfo.php?ptid=9474
http://www.yamareco.com/modules/yamainfo/ptinfo.php?ptid=2649
http://www.yamareco.com/modules/yamainfo/ptinfo.php?ptid=1817
http://www.yamareco.com/modules/yamainfo/ptinfo.php?ptid=19624
http://www.yamareco.com/modules/yamainfo/ptinfo.php?ptid=19624
http://www.yamareco.com/modules/yamainfo/ptinfo.php?ptid=2821
http://www.yamareco.com/modules/yamainfo/ptinfo.php?ptid=19625
http://www.yamareco.com/modules/yamainfo/ptinfo.php?ptid=1242
http://www.yamareco.com/modules/yamainfo/ptinfo.php?ptid=2647
http://www.yamareco.com/modules/yamainfo/ptinfo.php?ptid=19616
http://www.yamareco.com/modules/yamainfo/ptinfo.php?ptid=2648
http://www.yamareco.com/modules/yamainfo/ptinfo.php?ptid=59
http://www.yamareco.com/modules/yamainfo/ptinfo.php?ptid=2648
http://www.yamareco.com/modules/yamainfo/ptinfo.php?ptid=19616
http://www.yamareco.com/modules/yamainfo/ptinfo.php?ptid=2646
http://www.yamareco.com/modules/yamainfo/ptinfo.php?ptid=60
http://www.yamareco.com/modules/yamainfo/ptinfo.php?ptid=1733
http://www.yamareco.com/modules/yamainfo/ptinfo.php?ptid=19626
http://www.yamareco.com/modules/yamainfo/ptinfo.php?ptid=253
http://www.yamareco.com/modules/yamainfo/ptinfo.php?ptid=19615
http://www.yamareco.com/modules/yamainfo/ptinfo.php?ptid=1668
http://www.yamareco.com/modules/yamainfo/ptinfo.php?ptid=1668
http://www.yamareco.com/modules/yamainfo/ptinfo.php?ptid=19614
http://www.yamareco.com/modules/yamainfo/ptinfo.php?ptid=58
http://www.yamareco.com/modules/yamainfo/ptinfo.php?ptid=19614
http://www.yamareco.com/modules/yamainfo/ptinfo.php?ptid=4159
http://www.yamareco.com/modules/yamainfo/ptinfo.php?ptid=19613
http://www.yamareco.com/modules/yamainfo/ptinfo.php?ptid=474
http://www.yamareco.com/modules/yamainfo/ptinfo.php?ptid=19612
http://www.yamareco.com/modules/yamainfo/ptinfo.php?ptid=19611
http://www.yamareco.com/modules/yamainfo/ptinfo.php?ptid=1426
http://www.yamareco.com/modules/yamainfo/ptinfo.php?ptid=1428
http://www.yamareco.com/modules/yamainfo/ptinfo.php?ptid=1428
http://www.yamareco.com/modules/yamainfo/ptinfo.php?ptid=19610
http://www.yamareco.com/modules/yamainfo/ptinfo.php?ptid=1430
http://www.yamareco.com/modules/yamainfo/ptinfo.php?ptid=15002
http://www.yamareco.com/modules/yamainfo/ptinfo.php?ptid=57
http://www.yamareco.com/modules/yamainfo/ptinfo.php?ptid=15002
http://www.yamareco.com/modules/yamainfo/ptinfo.php?ptid=1430
http://www.yamareco.com/modules/yamainfo/ptinfo.php?ptid=19610
http://www.yamareco.com/modules/yamainfo/ptinfo.php?ptid=1428
http://www.yamareco.com/modules/yamainfo/ptinfo.php?ptid=1426
http://www.yamareco.com/modules/yamainfo/ptinfo.php?ptid=4346
http://www.yamareco.com/modules/yamainfo/ptinfo.php?ptid=15011
http://www.yamareco.com/modules/yamainfo/ptinfo.php?ptid=15650
http://www.yamareco.com/modules/yamainfo/ptinfo.php?ptid=1422
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●1 日目：計画変更で雲ノ平へ

当初の計画では薬師峠幕営後に薬師岳ピストンの予定だったが、太郎平への到着が想定

より早かったため、雲ノ平へ向かうことにする。この方が、4 日目の下山が早くなり帰り

が楽だからだ。太郎平から見える薬師岳に後ろ髪引かれながらも時間もあるので出発。雲

ノ平への薬師沢への緩やかな下り。途中、笹原にしかれた木道歩きは気持ちが良い。薬師

沢小屋では美味しい水も飲め体力回復。ここで数名にお会いしたが、高天原の温泉がとて

も良かったとのことで、次回は温泉目的で訪れるのも良いかと思う。細い橋を渡り高天原

と雲ノ平の分岐からはみっちりの急坂が待っている。幸いこの時期は涼しいので汗びっし

ょりになることは無いが、テント・ 4 日間の食料の装備の重さが皆応える。ゴロ石の上を

ひたすら登る。

コースタイム通り 2 時間でゆるやかになってきて、しばらく歩くとアラスカ庭園に到着。

この先は見晴らしの良い本当に日本庭園を思わせる景色だ。祖母岳まで軽身で登り 360 度

の展望を満喫。このあたりはチングルマのフワフワがたくさんあり、夏の全盛期がいかに

群生して見事か想像する。

山荘からテン場までは登って少し降る。購入したビールが重い。補充した水で焼酎お湯

割りを飲みながら楽しい 1 日目

を過ごした。

●2 日目：百名山水晶岳・鷲羽

岳を 2 座登る

早朝、テントを撤収。霜がビッ

シリでテントが重みを増してい

る…まー頑張るしかないが。登

りはじめるが、木道に霜が降りていて滑る。植物の葉も白くなり気温は 0 度以下か。スイ

ス庭園から見る水晶岳は今回見た中で一番カッコイイ姿だった。ハイツの間にかかる木道
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に設置した方の努力を考えながら祖父岳に向かった。祖父岳直下は大きい岩が積み重なっ

ており、ちょうど八ヶ岳の編笠から青年小屋に下る箇所と雰囲気が似ていた。山頂にたど

り着くと周囲を重厚な山に囲まれ、そこは薬師、水晶、鷲羽、三俣蓮華、黒部五郎と山の

重鎮達に囲まれた円卓のようだと感じた。祖父岳から分岐までは多少のアップダウンがあ

るが順調だった。分岐からは軽身で水晶に向かう。稜線に出ると目の前には槍ヶ岳が近く

見え、しばらく歩くと小さいがとてもきれいな水晶小屋に到着。野口五郎岳の山様を見て

裏銀座を歩きたくなる。

水晶小屋からはしばらくなだらかな稜線歩き、山頂が近くなると岩稜帯となり梯子数箇所

あるが、それほど心配なく山頂に到着。富士山が見えたのが意外だった。山頂から赤牛に

続く稜線を見てこのルートもいつか歩きたくなった。

分岐まで戻り、鷲羽に向かう。重い荷物で歩が進まないが、ワリモ岳を越えるとより一

段と高い鷲羽が控えている。思ったほど厳しくはなく山頂に到着。槍の穂先付近の雲の具

合がちょうど良い。

三俣小屋にて大休止をした後、

三俣蓮華に向かう。この登り

中振り返ってみる鷲羽の姿は

尾根が広がっており、鷲が羽

を広げているような優雅さを

感じる。山頂からは槍穂の絶

景に笠ヶ岳も近くなり、この景色も見事

だった。分岐から黒部五郎小屋までは結

構長く感じたが無事にテン場に到着し

た。やはりビールが旨い。
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●3 日目：黒部五郎岳を登り薬師峠を目指す

今日の行程は、出来れば薬師岳に登頂したいが、父親の様子とコースタイムを見ながら

となる。黒部のカールを見たかったので時間も短いカールルートを選択した。カール直下

に到着したら雪渓がまだあった。木曽駒の千畳敷にも劣らない見事な景色だった。が、そ

こから稜線へと登る急斜面は結構きつい。山頂からはこれも見事な展望、特にこれから歩

くなだらかに見える薬師への稜線が秋色で美しい。

この稜線、意外にアップダウンがあり、さらに長い。父親のペースはゆっくりだったが、

太郎平小屋まで無事にたどり着いた。時刻は 1 時を過ぎている。コースタイムでは薬師岳

登頂は厳しいと判断し、らーめんを食べてゆっくりと薬師峠に向かった。

おかげでテント場では久しぶりにマッタリと寝袋を干しながら昼寝に昼酒を楽しんだ。そ

して夜は、テントから顔を出して流れ星の流れる満天の星空を満喫した。

 4 日目：朝 3:50 にヘッドライトで薬師岳に向かう

暗い中もくもくと歩くと、1 時間を過ぎたあたりで富山方面の夜景が見えた。さらに明

るさを増した頃、薬師小屋に到着、稜線へと急いだ。ちょうど稜線に到着したとき日の出。

久しぶりにキレイな日の出を堪能。ピンク色に染まる薬師岳が美しい。山頂では、この時

間帯の青と赤の中間のような神聖な色が味わえる。

そして、山頂からは槍ヶ岳と富士山が

見えた。早朝の清んだ空気だからこそ

見えた富士山。昨日登らなく良かった。

下山も多少余裕を持って降ることが

できたので、温泉に入って、食事をし

て帰宅。余裕をもったつもりだがやは

り富山は遠い。帰宅は 21 時であった。

今回は 4 日間とも天気に恵まれ、共に登ったメンバーも良く素晴らしい山歩きが出来ま

した。登った山も良し、登った山から眺める山も良し、行きたいルートは増えるばかりで

す。

来年以降は、高天原の温泉、立山～薬師の稜線歩き、水晶～読売新道、裏銀座 1 つずつ歩

いてみたいです。

40 周年記念･⽇本の⾼⼭ 4 0 座登⼭
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塩見岳（3047ｍ）～ 蝙蝠岳（2865ｍ）

記：八並 絹代

★日 程：平成 26 年 9 月 20 日～9 月 23 日の 4 日間

★メンバー：L 石井(美)、兼堀(善)、小野寺(英)、鎌形、八並

★コ ー ス：

9/20（土）松原団地西口 6：00 出発➡奈良井宿を散策➡登山口下見➡小渋温泉赤石荘

9/21（日）赤石荘 5：30―林道駐車場 6：00…鳥倉ルート登山口 7：00…塩川ルートからの

分岐 9：45…三伏峠 10：20…本谷山 12：05…塩見小屋 14：20

9/22（月）塩見小屋 5：15…西峰 6：15…東峰 6：25～6：35…北俣岳分岐 7：10…

蝙蝠岳頂上 9：00～9：15…北俣岳分岐 11：20～11：25…東峰 12：00…

西峰 12：05…塩見小屋 13：10～13：20…本谷山 15：20…

三伏峠小屋 16：35

9/23（火）三伏峠小屋 5：30…水場 6：20…鳥倉ルート登山口 7：55…駐車場 8：40

下山後、下伊奈郡の松川温泉 清流荘にて汗を流し 4 時過ぎ草加着

9/21 朝 5：30 まだ薄暗い中、赤石荘を出発し鳥倉林道の駐車場へ向かった。駐車場の先

にゲートがあり車が入れないため登山口まで 50 分程林道を歩く。快晴で爽やかな朝だ。週

間予報で天気が悪いことを承知の上での山行と諦めていたので嬉しいこと。明日からの天

気も祈るばかり。

登山口～三伏峠までは沢に掛けられた丸太の橋を何度も渡りながら高度を上げて行く。

三伏峠までは合目を表示した印があり、それを励みに登った。整備された登山道で歩きや

すく感じた。三伏峠小屋から少し登った三伏山の山頂

に着くと展望が開け 360 度のパノラマ、塩見岳の全容

が目に飛び込む。素晴らしい景色に皆ではしゃいだ。

三伏山から樹林帯の稜線歩きが続き、本谷山からも歩

きやすい尾根道が続いた。塩見小屋手前の 30 分余りの

上りは急な登りできつかったが、目の前の甲斐駒ケ岳、

北岳、仙丈岳、仙塩尾根の稜線等の眺めが疲れを癒し

てくれた。2 時過ぎに小屋に到着し 4 時半の夕食まで飽きることなく景色を眺めて過ごし

た。

塩見小屋は水がなく携帯トイレで昔を思い出す小屋だった。再来年は綺麗になるらしく、

今工事中で新しい棟を作っていた。

9/22 5：15 分ヘッドランプをつけて塩見岳の山頂を目指す。小屋からはハイマツ帯の登

りの後、岩稜が続き岩場を這い上がって登るが、鎖場ではなく高度感もなく難なく 1 時間

で西峰に着いた。西峰から 10 分で東峰にも着いた。塩見岳は双耳峰になっており西峰より

東峰の方が高いにもかかわらず低い西峰に三角点はあった。

今日も青空で素晴らしい天気、蝙蝠岳へと先を急いだ。蝙蝠岳は塩見岳のすぐ北側の北俣

岳から派生した尾根上にあり美しいなだらかな稜線は見事だ。塩見岳から往復しても 5 時

間余りかかるため、途中誰にも会わなかった。蝙蝠岳からの塩見岳の眺めはなんと塩見岳

の山容の大きなこと。蝙蝠岳からの塩見岳の登りがきつくていやになった。午後 1 時過ぎ



35

に塩見小屋に戻りこの小屋で連泊することは誰もが気が進まず三伏峠小屋まで下った。夕

方やっと小屋に着き、電話が通じなくて予約できなかったにも関わらず、美味しい食事を

用意してくださった。今日 1 日本当によく歩いた。

9/23 今日も快晴。今日は登山口まで 3 時間、ゆっくり下山するだけ。気持ちも楽。5 時

半から歩きはじめ予定通り無事下山。楽しい山行ができた。

◎今回のコメント、感想◎

◆①赤石荘からの夕陽に赤く染まった赤石岳は綺麗でした。

②赤石荘の夕食はとても美味しかった。

③4 日間連続で快晴。連日素晴らしい南アルプスの展望を楽しめた。

④中々行けない蝙蝠岳にも行けた。もう行くことはないでしょう。

⑤塩見岳からの 360 度の展望は素晴らしいの一言。

⑥奈良井宿にも連れて行っていただいた。

等々思い出深い山行 ありがとうございました。（八並）

◆40 周年記念山行「40 高座」最後の山、塩見岳・蝙蝠岳を踏破でき、爽快な達成感である。

特に、今年は天候不順の年、雨ばかりの山行が多かった中で、山行期間中の全日程が快晴

の今回は、大感激である。また蝙蝠岳までのなだらかな尾根道は、360 度のパノラマと、

体をひやしてくれる風が、5 人の仲間を楽しませてくれた。（石井）

◆個人としてはとても行けないと思っていた塩見岳・蝙蝠岳に登ることができ、あまり期

待していなかった晴天。しかも 4 日間も、360 度の大パノラマ、最高の気分を味わいまし

た。石井リーダー有難うございました。（兼堀）

◆思い掛けなく飛び込んできた塩見岳と蝙蝠岳！4 日間のどん晴れに恵まれた最高の山

行！塩見小屋からのどっしりとした、塩見岳の岩稜には少々不安を感じた。それでもお天

気の中、楽しく登れた事が嬉しい。蝙蝠岳への稜線からの富士山の素晴らしさ！そして塩

見小屋に泊まらず、一気に三伏峠までの強行下山！どれを取っても本当に良い思い出に残

る山旅でした。石井さん、メンバーの皆さんありがとう～～。（小野寺）

◆１００高山は無理だけど、５０位狙えるか

な？でも蝙蝠が行けそうもないと思っていた私に、

降って湧いた今回の企画。迷わず手を挙げていた。

塩見岳は３回目、でも私のミッションは蝙蝠岳。

これがクリア出来れば何とかなりそうです。２日

目の１１時間はきつかったけど、皆さんのお蔭で

三伏峠小屋に着いた時は心底ほっとしました。心

からありがとうと申し上げます。（鎌形）

草加⼭の会創⽴ 40 周年記念
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「尾瀬バスハイキングを終えて」

記：浅井 昭光

今回は、「秋の尾瀬を楽しもう！」ということで９月 27（土）～28（日）で 51 名の参加

を得て行われました。最高の秋晴れの中、一日目はアヤメ平コースで、草紅葉と池塘が点

在する歩きやすい木道を散策し、特にアヤメ平は遠き山々が見渡せる最高のロケーション

でした。素晴らしいコースを楽しく歩いて富士見小屋まで行き、弥四郎小屋への下山路に

向かいました。

弥四郎小屋に着くと早速「生ビール」で乾杯し、今日一日の疲れを癒しました。

又、小屋にはきれいな風呂があり、これもまた一日の汗を流して疲れを取る事が出来て有

難いと感謝しました。夕食が済んだ後、昔楽しんだゲームや、懐かしい歌を歌って楽しく

過ごし、夜は暗く広い空に星がちりばめられ、普段見慣れている星座がどれなのか分から

ない位の星、しばし見入ってしまいました。

二日目は霧が立ち込める尾瀬の朝、靄の中を歩いて行くと、めったに見られない幻想的

な「白い虹」を観る事が出来た事に大変感動し、本当に白い虹がある事を教えて頂きまし

た。東電小屋、ヨッピの吊り橋を経て竜宮十字路に向かう。平らな木道の両側には、草紅

葉が「これでもか」と言わんばかりに広がっている。竜宮十字路を 300 メートル位来た処

に、竜宮現象と呼ばれる所がある。一つの場所は、四方から流れ込む川の水が何処へ。も

う一つの場所は、流れ込む水が無いのにドンドン川の水が流れている、そんな現象です。

そんなところを見ながら、山の鼻に着き昼食を取り、最終目的地の鳩待峠へと足を運ぶ。

今回のバスハイクは、何と言っても天候が味方し、最高の「秋の尾瀬」を満喫させてく

れたのだと思う。また、ケガや事故もなく、皆さん楽しく過ごせた事を参加者全員に感謝

し、実行委員会の方々に心より御礼申し上げます。お疲れ様でした。
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2014 年度尾瀬バスハイキング 9/27～28 会計報告

担当：森 律子

■参加者数

項 目 男性 女性 合計

一般参加者 10 10 20

会員参加者 13 18 31

合計 23 28 51

■収入の部

項 目 単価 数量 金額 備 考

会費 22,000 51 1,122,000

寄付 5,000 石井会長

記念バンダナ 650 43 27,950 会で買い上げ

合計 22,650 94 1,154,950

■支出の部

項 目 単価 数量 金額 備 考

宿泊代 51 454,332 団体 10％.弁当,振込手数料

貸切バス代 239,030 運転手宿泊.高速代.寸志

シャトルバス 1,860 51 94,860 ￥930 往復

保険代 51 2,958

景品、飲み物代 42,435 酒.つまみ.ﾌﾙｰﾂ.ｹﾞｰﾑ

下見費用 30,000

印刷代 12,037 ポスター、小冊子

通信費 3,600 ハガキ代

写真代 10,065 ＣＤ、写真現像代

記念品代 61,027 記念バンダナ

経費 961 領収書、電池代

雑費 2,000 31 62,000 会員返金

会議費 29,344

合計 1,042,649

■収支の部

項 目 金額

収入合計 1,154,950

支出合計 1,042,649

収支合計(収入―支出) 112,301
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草加⼭の会創⽴ 40 周年記念

尾瀬バスハイキング 1班報告
記：千葉 かつ子

メンバー：L.杉山、SL.山本、兼堀(善)、浅井(昭)、吉野、関口、千葉

一般参加者：４名(船津、船津さみ，増井、山崎)

晴天に恵まれた二日間の尾瀬ハイクの山旅となりました。鳩待峠からアヤメ平までは樹

林の中の緩やかな登り、紅葉を見ながらの森林浴は素晴らしく、心が洗われるようでした。

樹林を抜けると、鮮やかな「草紅葉」の草原が広がり、目の前に燧ヶ岳、後には至仏岳、

３６０度の展望でした。写真に収めたり、景色を楽しんだりしてずっとこの場所に留まり

たい気持ちになりました。

富士見小屋までは、木道歩きでしたが、富士見峠から矢木沢橋までは緩やかな下りでし

たが、石がゴロゴロ、木の根に邪魔されたりの九十九折りの道でした。矢木沢橋を渡った

頃から、道も平坦となり、又、紅葉の林と変わりましたが、とにかく長く感じられ、早く

小屋に着きたいという思いでした。弥四郎小屋が見えた時は皆笑顔に変わりました。部屋

割りをする為に一足早く着いていた浅井さんが「待ちくたびれたよ～」と笑顔で迎えてく

れました。

部屋割りをされ、着いた順に入浴させていただきました。小屋の前のテーブルでは皆さ

んと生ビールで乾杯！夕食後は、久し振りに行われた恒例のゲームに、皆さん子供のよう

にそれは楽しそうでした。

二日目は、弥四郎小屋を６時３０分出発。出発時間も良かったのでしょうか、滅多に見

ることができないという「白い虹」を何回も見ることができ、朝からとっても良い日とな

りました。東電小屋、ヨッピの吊り橋、そして、竜宮、竜宮の謂われも教えてもらい、そ

れからは山の鼻までは木道でした。沢山の登山客と擦れ違いながら、山の鼻で昼食を摂り、

全員集合しました。鳩待までの１時間を全員で登り、無事に山行を終えることができまし

た。

初参加の私の友人の船津さん御夫妻との山歩きは初めてのこと、心配でしたが楽しく終

えられたようで、私も良かったと思いました。皆さん、大変お世話になりました。
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草加⼭の会創⽴ 40 周年記念

尾瀬バスハイキング 2班報告

記 大畑 英子

メンバー：L 小林(い)、染谷、森(り)、平野、石井(美)、大畑 一般４名 計 10 名

山の会創立４０周年記念尾瀬バスハイク

に参加出来たことを嬉しく思いました。

ちなみに３０周年の時は一般として参加さ

せて頂きました。

今回は一般の方の参加者が少なく実行委

員の方々は人集めに大変苦慮されご苦労様

でした。両日とも好天に恵まれて快適な尾

瀬歩きが出来ました。

小林リーダーに用意して頂いた高級ぶどう

の美味しかったことや夕食後の楽しいゲーム、夜空いっぱいの星、翌朝の朝霧の幻想的な

風景、そして珍しい虹も見る事が出来ました。

紅葉も素晴らしく、一足早い尾瀬の秋を楽しむことができました。
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草加⼭の会創⽴ 40 周年記念

尾瀬バスハイキング 3班報告
記：中島 秀子

メンバー：L 小野寺(英)、上原、阿部、畑野、宮地、中島、 一般３名

昨年大変な手術をした上原さんが、元気に復帰して又一緒に山行出来るようになって本

当に良かったです。

３０周年記念の尾瀬バスハイク以来、１０年ぶりの尾瀬、アヤメ平コースは勿論秋に訪

れるのは初めてだったので、楽しみにしていました。

快晴の空の下、鳩町峠から富士見峠への登山道をゆっくり上りやがて視界が開けた。

横田代は緩い斜面を覆う様に湿原が広がっており、その中を木道が延び振り返ると秋晴れ

の青い空と紅葉に彩られた湿原の向こうに、至仏山が大きく素晴らしい眺めでした。

ゆっくり景色を堪能したかったのですが、途中ベンチが空いておらず…残念！！

広々としたアヤメ平は周囲の展望が広がり湿原の上に鋭鋒をもたげた燧ケ岳も素晴らし

い眺めでした。私達が弥四郎小屋に着くと、先に着いていた他の班の人達が外のテーブル

で美味しそうにビールやお酒を飲んでいました。

部屋にザックを置き、小屋の美味しいコーヒー(400 円)を一人で飲んでいると一人の女

性に声を掛けられ同席、顔を冷やしているようなので聞くと、木道でつまずき転んで腕と

頬を強打したとの事、腕もだいぶ腫れていた。偶然とはいえ、私も富士見小屋からの下山

途中、リーダーの「休憩しまーす」の声で一瞬油断、足元の石に気付かず派手に転び、彼

女の腕と同じ所に少しあざができたが、幸い落葉がクッションになったのか、膝に小さな

擦り傷だけで済んだ。(居合わせた 2 班の人やメンバーに心配を掛けてしまいすみませんで

した。初めてのことなのでビックリしましたが教訓になりました。反省!!) 彼女と「お互

い明日は気を付けましょうね」と声を掛け合って別れ皆んなのテーブルに合流、夕食まで

の一時を楽しく過ごすことが出来ました。

翌朝、小屋を出発して間もなく朝もや

の中にめったに出ない白い虹を見ること

が出来てメンバー全員大喜び、この虹を

カメラで撮りたい為に何度も尾瀬に来る

人もいるとの事。本当にラッキーでした。

その後、東電小屋、ヨッピﾟ吊り橋、竜宮

十字路と順調に歩みを進め、朝靄もすっ

かりとれた尾瀬ヶ原に延びた木道を、燧ケ岳を背に至仏山や草紅葉に彩られた湿原の景色

を楽しみながら山の鼻を目指しました。

二日間、最高の天気に恵まれ秋の尾瀬を満喫出来、参加して良かったです。

リーダーの小野寺さん、メンバーの皆さんお世話になりました。実行委員の皆さん、下

見や準備等大変苦労したと思います。お蔭で楽しい二日間を過す事が出来ました。
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本当にありがとうございました。

草加⼭の会創⽴ 40 周年記念

尾瀬バスハイキング ４班報告
記：兼堀 恵美子

!(^^)!メンバー・・・ L 石井(文)、ＳＬ牛山、実行委員長大木、和田、黒澤、兼堀（恵）

〈一般〉５名(湯本夫妻、渡部、斉藤、大木)

実行委員の苦労の賜か天気は快晴で、雨の心配はなく松原団地を出発！

私自身尾瀬の草紅葉は初めてなのでとても楽しみでした。

鳩待峠からは班行動。 4 班のメンバーは会員 6 名で、一般の方は湯本ご夫妻、黒澤さ

んの友人の斉藤さん、大木さんの次男さんのお嫁さん、山の会のバスハイクには何回か参

加されている渡部さんの 5 名で 計 11 名。皆優しそうな方で二日間楽しくなりそう♪

鳩待峠から横田代、アヤメ平と楽しく予定時間より少し早く通過。途中シャッターチャ

ンスがたくさんあり、その都度リーダーが時間をとってくれました。富士見小屋から昼場

も皆元気に何事もなく通過し弥四郎小屋に到着！ その後はお風呂・外での飲み会・夕食・

レクリェーションと楽しく過ごし一日が終わりました。

次の朝は少々冷え込みましたが、また天気は良さそう♪ 弥四郎小屋の美味しいお水を

ペットボトルに入れて出発！ 木道を気持ちよく歩いていたらめったに見られないと言う

白い虹が・・・感動感動。しっかり目に焼きこんでおきました。草紅葉と至仏山、草紅葉

と燧ヶ岳のコラボレーションも素晴らしいの一言でした。

景色を楽しみながら歩いていたら早くも山ノ

鼻に到着。ちょっと早いけど昼食とのこと。

ゆっくり美味しく食べられました。まだ景色を楽

しんでいたいなあと思いつつ、皆で鳩待峠へ出

発！シャトルバス、大型バスに乗り替え・・・・

バスの中でも実行委員さんのお蔭で飲んだり、

ゲームをしたりして楽しく過ごすことができま

した。尾瀬バスハイクに参加してとても良かった

です。

実行委員の皆さんご苦労様でした。それから４班の皆さんお世話になりました。
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▲L 澁谷、山﨑、松井、浅井(祐)、新庄、小野寺(博)、 一般 3 名

★草紅葉、木々の紅葉、早朝の白い虹、尾瀬で味わうものすべてをこの二日間で満喫した

ように思います。又、一般参加の人達の口々に素晴らしい！素敵！最高！！

の声に励まされました。我がままなリーダーを盛り上げて下さった 5 班の皆さんに感謝し

ています。ありがとうございました。 ≪澁谷 久美子≫

★公開バスハイクに草加中学校同級生の青柳さんを誘い参加して頂いた。青柳さんは 2 班

(リーダー：小林いつ子さん)、私は 5 班(リーダー：澁谷さん)と別行動となりました。

5 班は実行委員の小野寺博さんがアンカー役ということで、他の班を抜いてはいけないと

いうことになりました。お陰様で晴天に恵まれ、紅葉の素晴らしい尾瀬のアヤメ平や尾瀬

ヶ原をゆっくり楽しむことができました。リーダーの澁谷さんの的確、かつユーモアのあ

る先導、実行委員の小野寺博さんの柔らかな対応、一般参加ながら山歩き経験豊富な望月

さん、大木さんの卓球仲間の明るく楽しい由井さん、堤原さんと、松井、新庄、浅井祐子

各会員と共に、こんなにゆったり尾瀬を楽しむことができました。山に連れてってという

孫とその一家を、いつの日か今回のコース・時期に誘ってあげたくなりました。これも全

て大木実行委員長を始め実行委員の皆さんの周到な準備のお陰です。大変ありがとうござ

いました。 ≪山﨑 正夫≫

★尾瀬を 20 数年ぶりに歩き、秋の尾瀬は初めてでした。天気とメンバーに恵まれ素晴らし

い紅葉に感動しました。この素晴らしい尾瀬を後世に残すべき活動をする必要があるので

はと思います。 ≪松井 多喜雄≫

★紅葉は早いのでは？を良い意味で裏切り、素晴らしい草もみじを楽しませてくれた。

好天の下、ゆったりのんびりと秋の尾瀬を堪能した 2 日間。他の班をお待たせして心配を

   平  燧 岳 望 

4040 周年記念周年記念
尾瀬バスハイキング尾瀬バスハイキング《《55 班》班》
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かけたりもしたが、最後尾を歩けたおかげで今までで一番の尾瀬を味わった感がある。

小屋では昔を懐かしみながらゲームや唄を楽しみ、参加者ともぐっと近くなれた気がする。

40 周年記念の尾瀬バス、春から準備されてきた実行委員メンバー、お疲れ様でした。

≪浅井 祐子≫

★草紅葉が最高に綺麗な尾瀬に巡り合えてラッキーでした。尾瀬ヶ原は勿論アヤメ平から

眺めた尾瀬を囲む山々、池塘が織りなす自然の造形美は今も目に焼きついていて、何時ま

でも佇んでいたい所でした。同時にアヤメ平の植生復元作業の難しさを垣間見て、山を愛

すること、自然を壊すことは紙一重だと感じました。 ≪新庄 八重≫
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⼀切経⼭・吾妻⼩富⼠
記 橘 高志

日 程：2014 年 10 月 4 日（土）～5 日(日)

メンバー：L 山﨑、山口（敏）、川辺（会員外）、橘

コ － ス： 4 日（土）

草加 5:40→10:20 浄土平 10:40～11:25 避難小屋 11:35～12:10 一切経山 12:15

～12:40 五色沼 13:00～13:25 一切経山 13:30～14:05 避難小屋 14:10～14:20

鎌沼 14:25～15:30 浄土平 15:40→16:00 つばくろ谷 16:15→16:20ﾕｰｽﾎｽﾃﾙ泊

5 日（日）

ﾕｰｽﾎｽﾃﾙ8:25→8:55 浄土平 9:05～吾妻小富士お鉢一周～9:50 浄土平 10:00→

11:00 毘沙門沼 11:25→12:00 まこと食堂 12:50→13:00 願成寺 13:15→13:35

長床（神宮熊野神社）14:20→18:40 草加

今年の草加山の会の二回目の山行です。予定では一日目が喜多方経由の観光後吾妻小富

士に登り、二日目に一切経山であったが、台風 18 号の影響で一日目と二日目を逆にした。

草加駅東口を 5:40 に出発し、途中川辺宅に

より、川辺宅で今まで見たことのない最高の真

柏の盆栽を見せていただいた。小生の趣味の一

つである盆栽と重なりワクワクしながら、磐梯

吾妻スカイラインを走行し、目的地の浄土平に

近づくと硫黄の臭いがし、「これから先火山性

のガスで危険の為、車から降りないで通過して

ください。」との趣旨の看板がありました。1

万年程前に噴火し今も噴煙が上がっている。こ

の辺は警戒レベル 1 だが、御嶽山の噴火後であ

りやや不安がありました。8 月に警戒レベル 2 の草津白根山に登ったが御嶽山の噴火前で

ありその時は不安はなかった。浄土平に到着すると曇りで又風が強く小石が飛んできて頂

上まで行けるのか疑問であった。浄土平（登

山口）は標高１６００ｍ近くあり、そこから

の登りとなるため２０００ｍ近い高山にして

はとても手軽に登山が楽しめる。 浄土平には

大型駐車場やレストハウス、天文台、ビジタ

ーセンター等があり観光客で賑わう。風が強

く寒い為、雨具等を着た。火山性ガスのため

直登コースは利用できない為、酸ケ平の避難

小屋経由で一切経山を目指した。案内標識に

従い噴気口を見ながらザレた登山道を登る。

最初からの急登だが、赤茶けたガレ場を火口上部付近まで登ると浄土平や吾妻小富士の眺



45

めがよい。中腹から噴出する噴気に含まれる火山性ガスにも注意が必要だ。明日登る吾妻

小富士お鉢の周りに人が沢山見えた。山頂からの展望は素晴らしいが、曇りの為、西吾妻

連峰・磐梯山の大パノラマは望めなかった。だが五色沼（磐梯山の噴火でできた五色沼と

は別）は「魔女の瞳」と呼ばれる神秘の火山湖で素敵である。予定コースではなかったが、

五色沼まで下りそこで昼食にした。

そこから来た道を避難小屋まで戻り、予定コ

ースでなかった鎌沼へ行った。鎌沼はまるでカ

ナダの湖のように素晴らしく、歩道は尾瀬のよ

うに木道で、木道の周りは笹がメインである。

駐車場である浄土平まで戻り途中、不動沢橋下

の絶景のつばくろ谷を見学し、宿泊先のユース

ホステルに到着した。宿泊棟は木造２階建・バ

ス・トイレ付きの丸太作りのロッジで 4棟あり

3組の客の為、6人部屋ロッジ 1棟を 4人で独占

し快適な宿でした。経営者の主人は天体マニア

で、管理棟には数多くの天体望遠鏡や見たことのない素晴らしい星座の写真があり、感動した。

風呂は近くの高湯温泉共同浴場「あったか湯」に行き、源泉かけ流しの白濁・硫黄泉の露天風

呂に入り山の疲れを癒した。宿に戻り、ビール等で乾杯をした。管理棟での食事中、越谷から

来た姉妹の二人と話が弾み、草加山の会のホームページを見るよう勧めた。その後ロッジに戻

り、宴会を遅くまで続けた。

翌日、宿を出るときは小雨であったが、浄土平に着いたときは雨も上がり、明るくなっ

てきたがガスで視界が悪い。早速、吾妻小富士を目指し、木道の階段を 7 分程でお鉢に到

着した。吾妻小富士はその名の通り富士山の様に美しい山容をしており、３０分程で火口

を一周（お鉢巡り）出来る。吾妻小富士を登

り切った付近にロープがあり唯一の下山の目

印である、見落とすと再度お鉢を回る。ガス

で 20～30ｍ程視界がありロープが確認できた

が、5ｍ程だと見落としてしまう。今日は視界

が悪いせいか観光客は少なく、又ミニスカー

トの女性が恋人と手を繋ぎ登っていたが、お

鉢めぐりは難しいと思われた。浄土平に戻り、

その後は観光旅行です。磐梯山の噴火ででき

た五色沼の一つである毘沙門沼へ行き、その

後、喜多方市「まこと食堂」で喜多方ラーメンを食べたが、日曜日の昼時であり、30 分程

待った。その後、会津大仏で有名な願成寺に行き、人工的の苔は素晴らしいが、やや違和

感があった。最後に国の重要文化財指定の新宮熊野神社「長床」にお参りをした。長床は

平安期の荘厳な趣で横にゴロッとなっていつまでもいたい所だ。近くに樹齢 800 年の大イ

チョウ高さ 30ｍ根元周り 8.1ｍがあり、感動した。

リーダーを始め皆さんに大変お世話になり良い山行ができ、大変ありがとうございまし

た。
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40 周年記念・多摩川⽔源界 No.11

三 頭 ⼭
記：小宮 将光

【日 程】2014(平成 26).10.8(水

【天 気】晴れ

【ﾒﾝﾊﾞｰ】Ｌ．小宮、下川、和田、山本、小林(真)、阿部、石井(文)、千葉、八並、新庄、

小野寺(英)、大木、上原

【ｺ ｰ ｽ】松原団地発 5:30＝風張峠 8:00～鞘口峠 8:40～9:40 三頭山 10:20～11:30

神楽ﾉ峰～12:40 分岐～鶴峠 13:30

若き日にドラム缶橋を渡ったことを思い出し、多摩川水源界Ｎｏ.１１のコースの参加を

希望したのが運の尽き。第１回目の４月は、地図でコースタイムを調べてみると、歩行時

間は休みなしで９時間３０分かかる。日帰りは無理であろうと思いながら出発するが、案

の定、３分の１程度を残し、先へ進むことは困難と判断し、三頭山頂経由のＮｏ．１０コ

ースまでの間は秋に実行することにして、下山。この時は、奥多摩といえどもアップダウ

ンもあり、結構な山行となった。

秋になり、第２回目は１０月５日に、バスを仕立てて賑やかに２８名の山行を試みたが、

台風の影響で、風雨が強く、山行は諦め、やむなく埼牧ハムと温泉を訪問する観光に切り

替えざるをえなかった。

１０月８日に、三度の挑戦。天候に恵まれ、無事に三頭山頂を経由するコースを踏破す

ることができた。思えばこの山、古い昔は「三渡山」と呼ばれていたのではなかろうか(？)

お陰様で、山の神の功徳を大いに感じることができた山旅であった。４０周年記念多摩

川水源界山行の最終山行となったが、漸く全コースを繋ぐことができた。参加してくれた

皆様に感謝！！
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三国峠～大源太山
(三国山 1636.4m ・三角山・大源太山 1764.1m）

記：畑野 仁美

◆山行日：2014 年 10 月 10 日（金）

◆山行者：山の会 L 祐子・大門・畑野

◆コース：登山口 8:00～三国峠 8：30～三国山 9：22～三角山～大源太山 11：23

～三角山～三国峠～登山口 14：20

祐子さんよりお誘いのメール、三頭山も雨で登れずちょうど夫も山へ行ったので誘いに

乗った。行先は三国峠、どこだろう？大源太山？調べたら谷川方面だ。

月夜野インターから猿ヶ京温泉を通って三国トンネルを出たらすぐ駐車場と登山口があ

る。三国峠までは緩やかなジグザグの道、途中水場もある。峠には鳥居とお社があるが

避難小屋にもなっています。ここから三国山までは長い長い階段が続きます。

三国山から少し戻って三角山へ向かいます。

向うに平標などの稜線と紅葉が綺麗です。

急坂を少し下ると巻道と合流、下りはこの道を行

くことに決める。そこから小さなアップダウンを

繰り返し三角山へ、中学生の学校登山のようで小

さなグループに分かれて行動していて平標の小屋

まで行くらしく抜きつ抜かれつしながら行く、こ

の遭遇が後でハプニングが起きようとは！！

三角山に着いて大源太山まで往復 40 分、ちょう

ど戻ったころお昼なので荷物を私だけデポして向

かった。大きく巻いて平標との分岐表が出ると右に緩やかに登れば大源太山頂上に着く、

ここで景色を堪能して戻る。

三角山まで戻ると？？無い！！私のリュックが無い！！おじさんが一人いたので聞いたら

標識を指さし教えてくれた、何と言うことでしょう？「畑野仁美様忘れ物のリュックは平

標山の家まで運びます」と張り紙があった、なんと！遭遇したあの中学の先生らしい（湯

沢中ハセガワ）と書いてある。祐子さんが小屋に電話してくれ小屋まで取りに行ってくれ

ることになった。私と大門さんは戻り平標の登山口まで迎えに行くこ

とになった。なんだか申し訳ない。

水も食料も祐子さんや大門さんからもらいながら空身で下山させて

もらった。

こんなこともあるもんだね、リュックを忘れるなんてあり得ない。

でも、お蔭で思い出に残る山が一つ増えました。

お天気も良くちょっと暑くなったけれど紅葉も綺麗で気持ちのいい

稜線歩きでした、ただあの階段が無ければいいのだけれど・・・
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会津の紅葉に包まれて・・・「七ヶ岳」

記：加藤 紀久世

期 日：１０月１１日(土)

行 程：草加＝東北道＝西那須野ＩＣ＝黒森沢登山口9:20－護摩滝10:20―稜線11:20

―一番ヶ岳（七ヶ岳）11:30－下嶽 13:20―黒森沢登山口 14:40

＝西那須野ＩＣ＝草加

メンバー：Ｌ園木・森(律)・新島・加藤

１年ぶりに会津の見事な紅葉をみることができた。昨年、初めて会津の紅葉を見て、そ

の見事さに圧倒された。今年も行きたいと思っていたが、ちょうどいい絶好の時期に来る

ことができた。

朝、早くも会津田島の道の駅で、きのこ類を購入。紅葉に染まる会津の山々を見ながら、

登山口に到着する。落ち葉を踏みしめながら３０分程上ると、沢に入る。ブナ・ダケカン

バの黄葉が青空によくあう。傾斜はきつくない

が、やや滑りやすい岩の上を少し緊張しながら

登っていくと、大きな滝（護摩滝）に出会う。

夏ならば、この滝を登っても気持ちよさそうだ

が、巻き道をロープをたよりに、水しぶきを浴

びながら登る。久しぶりの沢登りの感触。何本

かのロープを伝って、急斜面を登りきると、緩

やかなナメ滝の連続箇所に出る。沢の両脇の鮮

やかな紅葉と美しいナメ滝の連続。駐車場から

さほど遠くもなく、入りやすい山なのに、こんな登りやすくきれいな沢があることに驚い

た。気分よくナメ滝を登っていくと間もなく、沢も終わり稜線に出る。

辺り一面、赤く染まる紅葉の山々。青空に映える会津の峰々が大きな感動を与えてくれ

た。そして、１０分程で、一番が岳（七ヶ岳）頂上に着いた。これから向かう、２番ヶ岳～

７番ヶ岳の稜線が輝いている。途中の稜線上

で、紅葉をまとった山々に包まれて、昼食を

とる。汗ばむほどの日射しが降り注ぐ中、会

津の山々が静かに、穏やかに輝きを見せる。

そして、小さなアップダウンを繰り返しなが

ら、あっという間に最後の頂上、下嶽に着く。

この後は、ふかふか・かさかさのたくさんの

落ち葉の海の中を、一気に下まで駆け下りた。

実に気分のいい下りであった。

中三依駅近くのお蕎麦屋さんの山菜煮物の

おいしさに感激し、満足度１００％で今回の山行も終わる。園木リーダー、いつもなが

らお見事！な山行計画で、参加者を楽しませていただき、感謝しております。そして、

新島ちゃん・りっちゃん、お世話になりました。
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谷川岳（馬蹄形縦走）

記：森 律子

日 時 2014 年 10 月 18 日～19 日

メンバー L 森（律） 単独

コース 10/18 自宅 3：30→5：57 谷川岳駐車場→6：14 西黒尾根登山口→7：50 ラクダ

の背→9：08 トマの耳→9：21 オキの耳→13：30 蓬ヒュッテ

10/19 蓬ヒュッテ 5：00→5：46 七つ小屋山→6：36 清水峠→8：31 朝日岳→9：

34 笠ケ岳→10：26 白毛門→12：26 土合橋

昨年から温めていた馬蹄形縦走、

台風の過ぎ去った天気が安定して

いるこの日に急遽出かけました。

日本３大急登の西黒尾根は下山で

歩いたことがあるけど、やっぱり

登りを歩きたい・・・天幕装備だ

と辛そうなので、蓬ヒュッテに宿

泊の予約を入れた所「お一人様な

ら大丈夫」ってわけで、小屋では

美味しいもの作って食べるぞ！と

生肉、サラダ、ウインナー、ワイン等をザックに詰め込み入山～風も無くお天気も最高！

雲一つ無く見えるのは自分の歩く道筋！絶好の縦走日和の中、快調に西黒尾根を登り詰め

谷川岳の双耳峰を超え快調に一の倉岳へ・・「あれ？」コースタイム早すぎこのままだとお

昼前に小屋に着いてしまう・・・茂倉岳、武能岳をのんびり歩き山小屋に到着。手続きを

済ませ小屋の前でウインナーをサ

ワークラフトとビールで昼食を取

り退屈しのぎに往復 30 分の水場

へ水を汲みにいって、沈む夕日を

見ながらポークソテーに赤ワイン

を楽しみ読書をしながら就寝。

翌朝は七つ小屋山で日の出を見

ようと山頂で朝食を食べながら、

待っていましたが、朝日岳に阻ま

れ見れないことに気が付きました。

でも谷川岳のモルゲンロートを眺めることができました。

縦走路はどこまでもつながっていてこれぞ縦走の醍醐味！スキップしたい気持ちで歩き

朝日岳へこの辺りは原になっているので、きっと春は高山植物の楽園なんだろうな～

白毛門からの下りはちょと歩きにくかったですが、予定よりかなり早く下山・・このコー

ス初夏なら日帰りできるな～次は馬蹄形日帰り縦走（逆回り）っていうのもありかな・・
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記：新庄 八重

★2014 年 10 月 19 日 (日) 晴れ ★L 新庄、小林(い)、黒澤、上原、井口

★ｹｰﾌﾞﾙ滝本8:15⇒ｹｰﾌﾞﾙ御嶽山8:21/8:40…御嶽神社9:00/9:10…芥場峠10:10…大岳神社

10:50/11:00…大岳山 11:15/11:55…大岳神社 12:10/12:20…芥場峠 12:50…

ロックガーデン入口 13:10…長尾平分岐 14:45/15:00…ｹｰﾌﾞﾙ御嶽山 15:20

雲ひとつない秋晴れの朝、ケーブル御嶽山駅に着く。宿坊の立ち並ぶ通りを過ぎお土産

屋のある参道を行くと御嶽神社へと続く長い階段がある。神社に立ち寄り参拝をしてから

登山道に戻る。竜胆の花や所々紅葉した木々に秋を感

じ足取りも軽くなる。気分も高揚してダジャレを言い

合い皆さん楽しそう。芥場峠が近づくとやや傾斜がき

つくなりゆっくりと歩く。次のポイント大岳神社まで

は岩場も出てきて今までより変化があり楽しめた。

大岳神社に着くと以前は営業していた大岳山荘が朽

ち果てた姿で廃屋となっていた。岩場の急登に備え広

場で小休止、小腹を満たして登ること 15 分で大岳山に着いた。山頂は鋸尾根を登ってきた

大勢の若者で溢れカラフル、まるで高尾山のようだ。眺めも距離が近い奥多摩 3 山の御前

山、三頭山は確認できたが、丹沢などは薄っすらとしか見えず遠くの山並みは霞んでいた。

次から次と登ってくる登山者で当然下りの岩場は渋滞する。行き交う登山者も殆どが若

者で我々のような中高年は、調布から来た 10 名ほどのグループぐらいしか見掛けなかった。

日曜日で人気の山とは言え若者が多く、最近は登山者も徐々に変化している気がした。タ

レントを起用した山番組の影響もあるのでしょうか？

順調に進み途中から予定通りロックガーデンへと向かう。沢沿いにつけられた道は滝を

眺めたり、苔むした岩の間を流れるせせらぎの音を聞きなが

ら歩けて、自然がそのまま庭園と化したとても素敵な所だ。

新緑や紅葉の季節のみならず夏も涼しいかも知れないと思っ

た。やがてせせらぎが遠くなる頃天狗岩が出現！やはりここ

は「天狗様」にお目にかからねばと登ってみたら、想像より

立派で大きかった。

天狗岩で少しスリルを味わい七代の滝へは、鉄の階段が幾

重にも続きかなり落とされた。響いてくる滝の音に期待して

行くと落差は 15ｍと意外に小さい。七代の滝は 8 段、落差 50

ｍあるが、実際見えるのは 3 段目だそうで納得する。色々な

顔を持ち十分楽しんだロックガーデンだったが、最後は標高差 150ｍを一気に登る急で辛

い階段が待っていた。大岳山ありきの計画だったので仕方がないが、ロックガーデンを歩

く時は逆コースがベストです。

大岳山大岳山＆＆ロックガーデンロックガーデン

大岳山

綾広 滝
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多摩川水源界        (白沢峠～大菩薩嶺)  歩  

記 山口 裕史

 山 行 日     年  月  日

       山口 裕 単独行

         時間  休憩込  

    地点            白沢峠            倉掛山            絵図小屋山                

     板橋峠            藤谷 頭            柳沢 頭            柳沢峠駐車場            

柳沢峠            六本木峠      葡萄沢峠      天庭峠      寺尾峠       木戸岩三角点 

     丸川荘      大菩薩嶺            雷岩            福   荘               長兵衛 

     千石茶屋            雲峰寺駐車場      雲峰寺黒門      大菩薩 湯

以前はピークを踏むことを楽しみに山を歩くことが多かったのですが、最近は稜線を繋

ぐ充実感に目覚め、マップを見ながらどこを繋ごうかを計画するのが楽しみになっていま

す。40 周年記念の多摩水源界も既に何回かに分けて日帰り、避難小屋泊、小屋泊と何度か

歩いていますが、西側は取り付きづらいルートでいつ行こうかタイミングを見計らってい

ました。予定していなかったのですが、天気も良かった為、前日に計画してチャレンジし

ました。

今回のルートでは、登り始めが 9:20 と遅く、秋の日が短くなってきている時期では行動

時間が短くなり若干心配だった。いざとなれば柳沢峠、丸川峠とエスケープのルートがあ

るので、気分的には楽。白沢峠への最初の登り、林道が終わったあたりから急坂となるが、

ここでコースタイムを短縮できるかが

後々の行程の目安となるのでガンガン

歩く。コースタイムの約半分で白沢峠

に到着。この峠の廃トラックは 2 度目

となるが印象に残る景色だ。

これで大分時間が読めた。このペー

スなら大菩薩まで歩けるだろうと休憩

もそこそこに出発。白沢峠からは防火帯歩きとなるがこの辺の標高は紅葉が見ごろ。しか

も防火帯であるため所々展望が利くのは気持ちよい。しばらく歩くと倉掛山のピークに到

着。ここを目指すパーティー 1 組と単独 1 名とお会いした。マイナーな山だと思っていた

が、奥多摩北側の歩いた稜線や富士山の展望がありなかなか良い。また、今回の目標の大

http://www.yamareco.com/modules/yamainfo/ptinfo.php?ptid=10091
http://www.yamareco.com/modules/yamainfo/ptinfo.php?ptid=345
http://www.yamareco.com/modules/yamainfo/ptinfo.php?ptid=14072
http://www.yamareco.com/modules/yamainfo/ptinfo.php?ptid=14073
http://www.yamareco.com/modules/yamainfo/ptinfo.php?ptid=7712
http://www.yamareco.com/modules/yamainfo/ptinfo.php?ptid=17655
http://www.yamareco.com/modules/yamainfo/ptinfo.php?ptid=10755
http://www.yamareco.com/modules/yamainfo/ptinfo.php?ptid=13014
http://www.yamareco.com/modules/yamainfo/ptinfo.php?ptid=5982
http://www.yamareco.com/modules/yamainfo/ptinfo.php?ptid=7423
http://www.yamareco.com/modules/yamainfo/ptinfo.php?ptid=20419
http://www.yamareco.com/modules/yamainfo/ptinfo.php?ptid=17854
http://www.yamareco.com/modules/yamainfo/ptinfo.php?ptid=17853
http://www.yamareco.com/modules/yamainfo/ptinfo.php?ptid=20421
http://www.yamareco.com/modules/yamainfo/ptinfo.php?ptid=3326
http://www.yamareco.com/modules/yamainfo/ptinfo.php?ptid=44
http://www.yamareco.com/modules/yamainfo/ptinfo.php?ptid=4183
http://www.yamareco.com/modules/yamainfo/ptinfo.php?ptid=7744
http://www.yamareco.com/modules/yamainfo/ptinfo.php?ptid=4318
http://www.yamareco.com/modules/yamainfo/ptinfo.php?ptid=22493
http://www.yamareco.com/modules/yamainfo/ptinfo.php?ptid=23194
http://www.yamareco.com/modules/yamainfo/ptinfo.php?ptid=23196
http://www.yamareco.com/modules/yamainfo/ptinfo.php?ptid=7745
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菩薩嶺もこのアングルで見るのは初めてで嬉しい。

ここからは紅葉を楽しみながらも早いピッチで歩く。ゲートでは林道へのコースと三窪

高原へのルートがあるがせっかくなので高原方面をチョイスした。この高原はつつじが有

名のようなので、初夏に来てみたい山になる。展望台からはなかなか良い景色だ（残念な

がら雲で富士は見えず）。

柳沢峠では自販機に売店。今回は時間が無いので食堂で食べる時間も持たず、炭酸飲料

で喉を潤し、行動食の羊羹とレーズン、柿ピーでエネルギーを補充し出発。柳沢峠から丸

川峠まではいくつかの峠を越えるが、ここでは誰にも会わなかった。展望は全く無いが、

見事な苔の地帯が複数有り癒される登山道だった。コースもそれほど急ではないので快調

に飛ばす。思いの早く丸川峠に着いたので、予定通り大菩薩への急坂へ足を進めた。

さすがに人気の山とあって頂上から丸川峠に下りてくるパーティーには数組あった。それ

でも時間帯的には、既に下山している人が多いだろう。山頂まで休みなく頑張り、ピーク

にたどり着いた時には 1 組のみで静かなもの。雷岩で休憩。ガスで展望が無い中コースタ

イムを計算していると、ギリギリ 16:40 塩山行きのバスに乗れるかもしれないという事実

が見えてきた。富士を見る稜線歩きなら大菩薩峠まで行こうと思っていたが、展望が無い

ので 1 本早くバスに乗れる方を優先して、大急ぎで出発。上日川峠でバス待ちの方が多数

いたがやはり温泉で汗を流したいので裂石まで下った。なんとか 20 分前に大菩薩の湯に到

着し、そそくさと汗だけは流しビールを買って停留所へと急ぐ。ギリギリセーフで今回の

計画も達成。

多摩水源界も残るは大菩薩と三頭山の稜線を残すのみとなりました。残りは 2 回に分けて

歩きたいと思いますが、今年は日程的に難しいので私の多摩水源界は来年に持ち越しです。
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カラマツ燃ゆ 東信濃、五郎⼭と御座⼭
記：平野 祥子

■日 程：2014.10.19～20

■メンバー：L 園木、大門、加藤、新島、畑野、平野

■コ ー ス：(19 日) 町田市休暇村発 10:00＝12:05 マキヨセの頭＝12:55 五郎山‐

昼食‐13:35＝16:00 町田休暇村着

(20 日) 長者の森登山口発 9:00＝11:15‐展望台‐12:00＝12:50 御座山＝

13:30 御座山と前衛法の鞍部で昼食 13:50＝15:50 登山口着

 日目 五郎山

黄金色のカラマツを期待しながら首都高を抜け中央道の須玉から五郎山登山口へ向かう。

最高の天気で八ヶ岳には雲、ガス一つかかっていない。車の中からばっちり見える八ヶ岳

に歓声をあげ、今日の山行に期待しながら町田市自

然休暇村に到着。少し先に駐車して林道を歩き登山

口へ。ここからお楽しみのカラマツ林が続き急登に

なる。まだ慣れていない体で苦しかったけど、カラ

マツの黄金色とダテカンバに励まされながら最初の

岩場を歩き展望台へ。そしてマキヨセノ頭に到着。

まわりの景色を楽しんで少し進むと五郎山山頂が見

えてきました。岩峰が目の前に立ちはだかり、どん

なルートで進むのかと･･･？ まずは一度鞍部に降りて、最初の岩峰を左側に巻きながら行

き、次に頂上の岩峰を右側から回り一気に山頂に登りました。私たちだけの山頂で青空の

もと眼下の景色に浸りながら昼食をとりました。

帰りの岩場は慎重に進みます。こんな所があったのかと思いながら、素晴らしい岩峰を

振りかえながら下山しました。

 日目 日本    名山 御座山       

今日は薄曇りの中、オシャレな長者の森キャン

プ場から歩きだす。私達だけの静かな山歩き、昨

日同様に色づいた景色を堪能しながら、高い鉄塔

の下をくぐり歩きやすい道を進むと展望台に、一

休みしながら遠くの景色を楽しんでひと踏ん張り、

登山道は岩や根などが目立っていて、気をつけて

手前の峰を越し鞍部に、最後の登りはシャクナゲ

のトンネル！春は満開かな～（春にもう一度来たい）と思いながら。避難小屋が見えて来

た辺りで雨がポツリポツリ。大急ぎで岩場ばかりの山頂に走る。山頂は長く奥に三角点が

あって左側が切れ落ちているので慎重に歩き。到達写真を撮って下山としました。昼食は

風の当たらない鞍部で暖かなスープでお腹を温めて同じ道を降りて来ました。

どちらの山も岩場で、岩場を歩く楽しみと歩けた楽しみ。とてもいい景色にも出会えて

大満足！！バンガローは清潔で気持ち良く、皆さんと美味しいすき焼きもいただき楽しい

時間でした。リーダー園木さん、声をかけてくださってありがとうございました。
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黒部下 廊下  水平歩道縦走

記 山口 裕史

 山行日     年  月  日   日   日高妻山 

       山口 裕  山口 敏  大門 三浦 小野寺 英  山本

         時間  休憩込  

 日目  時間   分

黒部             新越沢二股      黒部別山谷            白竜峡            十字峡       

     半月峡            東谷吊橋            仙人谷             仙人谷駅      関西電力

人見平宿舎            権現峠            阿曽原温泉小屋泊

 日目  時間

阿曽原温泉小屋            折尾 大滝               谷            大太鼓            蜆谷

               水平歩道始 終点      欅平駅

以前テレビで見た渓谷沿いについた足場数十センチの道を歩く黒部の下ノ廊下と水平動。

一度歩いてみたいと計画を温めてきた山行です。扇沢にバスで入り欅平からトロッコ電車

で宇奈月へ抜けます。車は日星という回送代行を利用しました。コースタイムもギリギリ

許す限り余裕をもちましたが、何せ黒部ダム行のバスは出発時間が決まっているため、あ

とは参加してくれたメンバー全員に頑張ってもらうしかありませんでした。

黒部峡谷に入ると、とにかく素晴らしい黒

部峡谷の紅葉に感動しました。谷全体が赤

く染まり、水面まで赤が写りこむ。ある場

所では水面は深い青。登山道は細心の注意

が必要な場所もありますが、「凄げ～、凄げ

～」と感嘆の声と下を覗いて「うひょ～」

という驚嘆の声しか出てこない。

登山道は峡谷沿いに作られた道の為、足

場数十センチ程度の細い場所もあるが、そういう箇所にはワイヤーロープがしっかりと設

置されていて、躓きに注意しすぐにワイヤーにつかまれるようにしていればそれほど危険

ではないと思う。大体 7 割は通常の幅、3 割はちょっと細いといったところだろう。

日の入り前に阿曽原温泉小屋に到着できたが、テント設営時には既に暗くなり露天風呂の

写真が撮れなかったが残念だ。ただ良い湯は体で感じるものだ。8 時までに酒盛りをして、

http://www.yamareco.com/modules/yamainfo/ptinfo.php?ptid=15288
http://www.yamareco.com/modules/yamainfo/ptinfo.php?ptid=4387
http://www.yamareco.com/modules/yamainfo/ptinfo.php?ptid=15698
http://www.yamareco.com/modules/yamainfo/ptinfo.php?ptid=2632
http://www.yamareco.com/modules/yamainfo/ptinfo.php?ptid=4386
http://www.yamareco.com/modules/yamainfo/ptinfo.php?ptid=4385
http://www.yamareco.com/modules/yamainfo/ptinfo.php?ptid=3240
http://www.yamareco.com/modules/yamainfo/ptinfo.php?ptid=15590
http://www.yamareco.com/modules/yamainfo/ptinfo.php?ptid=4384
http://www.yamareco.com/modules/yamainfo/ptinfo.php?ptid=15697
http://www.yamareco.com/modules/yamainfo/ptinfo.php?ptid=1873
http://www.yamareco.com/modules/yamainfo/ptinfo.php?ptid=1873
http://www.yamareco.com/modules/yamainfo/ptinfo.php?ptid=3252
http://www.yamareco.com/modules/yamainfo/ptinfo.php?ptid=15699
http://www.yamareco.com/modules/yamainfo/ptinfo.php?ptid=4388
http://www.yamareco.com/modules/yamainfo/ptinfo.php?ptid=20099
http://www.yamareco.com/modules/yamainfo/ptinfo.php?ptid=5353
http://www.yamareco.com/modules/yamainfo/ptinfo.php?ptid=1599
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テン場から 5 分以上降ったところにある温泉は真っ暗だったがとても気持ちよく 1 時間も

堪能してしまった。

2 日目の欅平に向かう水平道は下ノ廊下

よりもより高度感がある道だ。途中、トン

ネルに入ったり、大太鼓という切れ立った

細い道があったりと 1 日目とは雰囲気が異

なるのも良い。今回はヘルメットを装着し

たが、身長 167cm の自分はそれほど頭ぶつ

けなかった。山本さんは 180cm あるためゴ

チゴチぶつけていた。被っていなかったら

途中何かあったかもしれないとつぶやいて

いた。他のグループではヘルメットつけて

いない人もいたが、やはり装着しておいた

ほうが良いと思う。

欅平にはギリギリ目標時間内に到着した。

チケットも無事に購入できて、そそくさと

トロッコ電車に乗り込んだ。10 月初旬に滑

落事故が起きていたこのルートを歩く計画

でのリーダーとしての重責が重くのしかか

っていたが、無事終わっての解放感と達成感とかみ締めながら電車に揺られていた。

下山後は宇奈月の温泉にて汗を流したが、翌日が戸隠連峰の高妻山に登る計画をしており、

戸隠キャンプ場に 17 時までに到着しなければならず、観光出来なかったのが残念。

総距離 40 キロと非常に長い

上に神経を使う道が続き、大変

だったと思いますが、一緒に歩

いてくださったメンバーの皆さ

んには感謝がつきません。

次回は下ノ廊下から雲切新道を

経て秘湯仙人温泉を目指し、さ

らに立山を周回したいと思いま

す。
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高妻山 （2352.8ｍ）
記：小野寺 英子

山行日：平成 26 年 10 月 26 日

メンバ：Ｌ山口(裕)、ＳＬ小野寺(英)、三浦、山口(敏)、大門

【コース】

戸隠キャンプ場 5：50＝登山口(牧柵)6：10＝不動避難小屋 7：40＝五地蔵 8：55＝

八観音 9：40＝九勢至 10：05＝山頂 11：15～11：45＝九勢至 12：45＝六弥勒分岐

13：30＝弥勒新道登山口 15：15＝神告げ温泉＝草加

下の廊下を２４日～２５日と終えて、戸隠キャンプ場に泊り、２６日明るくなる頃に出

発。牧場を横目に牧柵を２回通過、すぐに丸太橋を渡り大洞沢沿いの登山道に入る。沢の

渡渉を何回も何回も繰り返しながら登って行く、目の前に滑滝が現れる…右側に鎖が付け

てあるので、心配なく通過する。滑滝を越えてすぐに、大きな一枚岩の上部をトラバース、

鎖は付いてるが緊張する。

リーダーが避難小屋は近い…と言うが中々辿り着かない、一杯清水も通過、兎に角暑い！

下の廊下の疲れか、嫌な汗が噴出す。やっとの思いで一不動避難小屋に着いた。あぁ…先

は長いなぁ！！ここで裕史君・三浦さんは山頂で会おうと…乙妻山を目指して先に行く。

気合を入れ直して我々も続く、取りあえず五地蔵岳を目指して、右手に大きな黒姫山を見

ながら、二釈迦、三文殊、四普賢とアップダウンを繰り返し急登を進む。途中、樹林帯の

中から左前方にきれいに高妻山が見え隠れ、右後方に見えている八ヶ岳の左横に富士山が

見えた。気分良くして休憩を摂りながら、展望の良い五地蔵岳に着く。六弥勒が下山時の

分岐、展望はない。七薬師、八観音と登るうちに、戸隠山が左に、妙高山・火打山が右前

方に見える。八丁ダルミを越え、九勢至に着く

と、目の前に高妻山への急な登りがど～んと現

れた！カッコイイ…！でも、大変そう～～！

先行しているお二人さんがきっと山頂で、私

達を待ちながら凍えてるのでは…と気持ちだけ

が焦る。十阿弥陀までは、思った通りの急登で、

登っても登っても辿り着かない！私は三日目の

山に選ぶにはちょっと無理が有ったかな？と後

悔の念が浮かぶ、雨飾山を高妻山に変更して…とお願いしたのは私だから…でも山頂へ行

けばそんな思いも吹っ飛ぶ筈さ！気合を入れ直す。十阿弥陀から山頂は目の前、途中見え

隠れしていた山々が一気に見える展望の良い山頂！先行のお二人さんは見当たらず、寒さ

避けの場所で待つ事１５分。何でも乙妻山で時間調整をしていたようです。昼食を摂り、

下山です。九勢至までを一気に下る。私は付いて行くのがやっとです。六弥勒で三年前か

ら整備されたという弥勒新道を下る。笹藪を刈った急な下りを滑らないように神経を使う。

途中、紅葉が綺麗な緩やかな場所も沢山！走るように下りて行くリーダー達を待たせる事

ばかりで、何とも情けない。でも、どうにか転ばずに下山できたのが嬉しい！！皆さん、

御世話に成りました。ありがとう～～

高妻山頂上で
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★2014 年 10 月 28～29 日 晴れ ★L 小宮、下川、千葉、大畑、平野、新庄

★「10/28」横尾山登山口 9:00…ｶﾔﾄの原 9:50…横尾山 10:40/11:10…登山口 12:45

★「10/29」馬越峠 7:20…天狗山 8:40/9:00…男山 11:20/11:50…男山登山口 13:45

▲《横尾山》カヤトの原から眺めた南アルプス、金峰、瑞牆などの山々は、青空を背景に

風に揺れるススキの穂が輝き、絵のような風景が広がっていて感激した。

《天狗山 男山》岩場の痩せ尾根は、八ヶ岳を始め名山を眺めながら歩く何とも贅

沢な縦走路。特に男山から眺めた八ヶ岳が印象に残った。 ＊小宮 将光＊

▲天狗山から男山への途中の絶壁から望むと、そこは一面がカール状に広がるカラ松林の

黄葉が素晴らしかった。 ＊下川 賀也＊

▲2 日間とも良いお天気に恵まれた紅葉満足の山。岩や巻き道そして痩せ尾根と変化があ

って飽きない山歩き。どの山の頂上からも 360 度の展望が広がり目の前の瑞牆山、遠くに

富士山そして美しい姿の八ヶ岳が見え、いつまでも居たい気持ちでした。ツツジや石楠花

の木も多くまた春に来たい気持ちになりました。＊千葉 かつ子＊

▲横尾山、天狗山、男山、2 日間とも快晴に恵まれ文句なしの山行日和でした。

天狗山から男山へは急登あり、岩場あり変化に富んだ山登りでした。紅葉と黄葉も素晴ら

しく秋を満喫した山行でした。 ＊大畑 英子＊

▲両日とも最高の天気に恵まれて、展望を充分楽しみました。頂上からは目の前に

八ヶ岳、北アルプス、浅間山、南アルプスに富士山と 360 度を堪能できました。

麓の高原野菜畑のパッチワークも美しかったです。

横尾山のカヤトの原で一面のススキの中で昼食を摂

りながらの眺めも良かったし、天狗山～男山は岩峰で

頂上に至るまでのルートも、気の抜けない岩場があっ

て緊張しつつスリルを味わいながら楽しみました。手

軽な山なのに色々な経験ができるオススメの山です。

御一緒させて頂いた皆さん有難うございました。 ＊平野 祥子＊

▲山の話はさて置きこのエリアは紅葉の名所です。麓の公園から眺めた瑞牆山は白い岩肌

に松の緑、黄や赤の紅葉が美しく映えて、毅然と聳える姿は迫力満点でした。また途中の

車窓から眺めた釜瀬川や本谷川の紅葉も盛りで、明るい色彩に包まれ辺りが燃えているよ

うでした。山では雄大な眺め、里では見事な紅葉に恵まれ、好天に感謝の 2 日間となり頬

が緩みっぱなしでした。 ＊新庄 八重＊

横尾山 天狗山 男山

天狗山から眺めた男山＆南八ヶ岳

瑞牆山
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菅名岳（９０９ｍ）・⼆王⼦岳（１４２０ｍ）
記:尾崎 あや子

山 行 日： 2014 年 11 月 1 日（土）～2 日(日)

メ ン バ ー ：L 園木、加藤、森(律)、尾崎

コースタイム：一日目 外環草加―関越安田インター―菅名岳登山口 10:10＝

椿平 11:48=菅名岳山頂 12:40=菅名岳登山口 14:50

二日目 二王子岳登山口（二王子神社）9:00=二王子岳山頂 12:25

二王子岳登山口(二王子神社) 2:40

一日目 菅名岳は新潟県五泉市にある山で意外と人気のある山のようです。

駐車場からは林道歩きでその終点より、しばらく沢沿いに、雑木林を歩きます。沢に架か

るいくつもの橋を渡り、ぶな・とちの木も紅葉して落ちた葉の上を歩き、雑木林の紅葉を

眺めながら椿平の分岐を目指します。雨のち曇りの天気で足元も木の根の上を歩くと転倒

しそうですが紅葉が堪能でき、足元に気を付けながり歩き、椿平に着くと、ぶな林が見事

に黄色く紅葉して本日一番のビュースポット！

そこから一時間で山頂です。山頂には二等三角点と山名表示板が有り、360°の展望。飯

豊連峰や蒲原平野が一望できます！ が残念ながら霧がかかり・・・・

当初の計画ではこの山頂から大蔵山に縦走でしたが、天候と時間の関係で断念し、同じ

登山道を下山し帰りに夕食の買い出し、天然かけ流しの湯への入浴後バンガロー泊でカニ・

海老入りの美味しい寄せ鍋料理。体が温まります。

二日目 二王子岳は新潟県新発田市にある。二王子神社に登山口があり、一合目から頂上

を目指します。

天然の杉の巨木の中を歩き進め、三合目には避難小屋があります。アップダウンがなく

登山道も整備され今日も紅葉を楽しみながら曇り空の中を歩きます。

七合目近くにロープを使っての急登「油こぼし」がありますが、足の置く溝があり楽に

登れます。その岩場を登りきりしばらくすると山頂を望む平場が現れ、草紅葉の景色が一

面に広がり、山頂にあるドーム型の避難

所が見えてきます。山頂は飯豊連峰・朝

日岳が曇り空の中思いもよらずはっきり

見ることができ感激！

昨日の菅名岳と本日の二王子岳はそれ

ほどの急登もアップダウンもなく、登山

道も整備され登りりやすく、山頂は

360°の眺望ができ、遠くの山々がこれ程

見える山の『人気の山』は納得できます。

メンバーの皆さん、ありがとうございま

した。⼆ 王 ⼦ 岳 ⼭ 頂
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⼤菩薩嶺、峠ハイク
記：松井 多喜雄

日 程：2014 年 11 月 2 日（日）

コ ー ス：南越谷 5:31 発武蔵野線→西国分寺 6:23 発中央線→立川 6:43→甲斐大和 8:01

着→8:10 発 町営バス乗車→上日川峠 8:51 着…福ちゃん荘 9:35……雷岩

(唐松尾根)10:59……大菩薩嶺 11:13……雷岩(昼食)11:27……賽ノ河原 12:37

……大菩薩峠 12:51……石丸峠 13:33……上日川峠 15:18→15:45 発 町営バス

乗車→甲斐大和 16:42 発→南越谷 18：57

メン バー：松井・渋谷・森(花)・他会員外 11 名（計 14 名）

天気予報で晴れの天気に変わり、初めての大菩薩嶺、峠ハイクです。朝 4 時に起床して、

玄関に出て様子を見たら、天気は大丈夫そうである。前日から探した、雨具が見つからず、

簡易雨具を女房から借りて用意をした。もしかして、尾瀬バスハイクの時使用したので、

弥四郎小屋に忘れた可能性が高くなったが、部屋を片付けの途中であり、もし出てきたら

申し訳ないので、部屋の掃除、片付けが終わるまで待つ事にした。休みなると遊びや、ボ

ランティアが忙しく、掃除、片付けがすすまない。簡易雨具では不安でしたが、折角の大

菩薩のハイクの誘いであり、5 時に自宅を出て、近くのコンビニでおにぎり、飲み物を調

達して、レイクタウン駅に向かって、冷たい空気の中をペダルをこいだ。実に爽快である。

15 分位だろうか、駅到着した。顔の知らないハイカーがちらほらホームにいた。定刻の武

蔵野線乗り、南越谷で合流した。車内で知らないおばさんから声をかけられ、同行の仲間

のようである。西国分寺、立川、で乗り換えして、甲斐大和駅にて下車し、バスに乗り換

えをした。人数が多いので、リーダーが事前にバス会社に、連絡を入れてあったので、中

型バスが用意されており、他の登山客も多く、すぐ満員になり出発した。

上日川峠にて、下車をして、身支度をして歩きはじめた。福ちゃん荘分岐より、唐松尾

根コースから、数回の休憩をして雷岩をめざした。雷岩から大菩薩嶺は 10 分であり、展望

もないので、頂上を踏んで、すぐ雷岩へ戻り、昼食を摂りました。昼食後、皆元気に大菩

薩峠をめざした。途中の展望の良い所で、雲のかかった富士山に感動し、写真を撮りなが

ら、賽の河原へ向かった。賽の河原から 15 分位で、大菩薩峠（1900ｍ）に到着、踏破を祝

し、軽く缶ビールにて乾杯をしました。45 分位の休憩、記念写真を撮り、石丸峠へ向かい

ました。石丸峠にて（13；33）、林道を横断して（14：36）、上日川峠へ向かいました。登

山道は歩きやすく、楽しく歩く事

ができ最高の紅葉ハイキングでし

た。帰りの電車内では、ビール、

ウィスキーで、楽しい反省会も有

り、楽しい時間を共有できました。

今回の、大菩薩ハイクの企画、ま

た、お誘いをして下さりありがと

うございました。リーダーのＯさ

んに感謝！！



61

四国山行 剣⼭(1954.7m) ・ ⽯鎚⼭(1982m)

(①徳島県つるぎ町・那賀町 ②愛媛県西条市・久万高原町) 取り纏め：山﨑 正夫

【ﾒﾝﾊﾞｰ】Ｌ．山﨑、澁谷、大門

【日 程】2014(平成 26).11.8(土)～11.11(火)

11/8(土) 草加駅 14:08→14:28 押上駅 14:49→15:29 羽田空港国内線ターミナル駅

羽田空港 ANA285 便 16:30→17:55 徳島空港 ﾚﾝﾀｶｰ→つるぎの宿岩戸(泊)

11/９(日)１日雨の為、観光＝つるぎ町貞光(二層卯建)街歩き、小歩危・大歩危、祖谷

の葛橋、奥祖谷の二重葛橋・野猿 ラ・フォーレつるぎ(泊)

11/10(日) 剣山山行＝別記(記：大門) 成就社・玉屋旅館(泊)

11/11(月) 石鎚山山行＝別記(記：澁谷)

松山城址→道後温泉本館(夏目漱石「坊ちゃん」の湯)→松山空港ANA598便 19:30

→20:55 羽田空港→草加

【経 費】電車賃（草加－羽田空港往復）＝1,650 円、羽田－徳島＝14,590 円、レンタカー

＝25,380 円/3 人＝8,460 円、ガソリン＝3,729 円/3 人＝1,243 円、松山－羽田＝

14,990 円 宿泊費＝7,700＋7,700＋7,200＝22,600 円 合計 63,533 円

1 剣山 11/10(月) 記：大門 京子

【天 気】雨後曇り一時晴れ

【ｺ ｰ ｽ】宿舎(ラ・フォーレつるぎ)7:30→7:50 剣神社(1410m)～8:40 西島(神社 1700m)～

9:30 剣山頂～10:05 次郎笈分岐～10:35 西島駅→リフト→見ノ越駅～剣神社

朝、目が覚めて外を見ます。昨日からの雨で外は靄で真っ白。それでも今日は晴れる予

報です。まだ少し雨が残っていましたので、レインウエアを着て出発。剣神社横の石段を

登り、緩やかな登山道をブナ、モミ、ヒノキ…の中を進みます。大剣岩の下に西島神社が

あり、すぐ上のリフトの西島駅に着きます。最短時間で行ける左側の登山道のコースを取

ります。階段が整備された歩きやすい道

でした。途中、刀掛松を通り、かなり進

みますと、ようやく頂上ヒュッテの横を

過ぎ、一面笹が群生している木道を歩き、

その先に剣山頂上があります。下りは次

郎笈方面に向かいます。雨も上がり、一

時ではあるが、青空も見えました。西島

駅からはリフトで下ります。剣山という

名前に反し、気軽に誰でも楽しめる山で、

春の花の時期には多くの花が迎えてくれ

るようです。

次郎笈分岐  剣山

山頂 望 
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② 石鎚山 11/11(火) 記：澁谷 久美子

【天 気】晴れ

【ｺ ｰ ｽ】5:30 石鎚神社中宮成就社～6:00 八丁坂鞍部～7:00 夜明～7:30 試の鎖～7:50 二

の鎖～8:50 弥山頂上～9:30 天狗岳～9:40 南尖峰～10:00 弥山頂上～12:20 成就社

晴天に恵まれ早朝５時３０分出発。暗い中、

ヘッドランプを頼りに八丁まで進み、空が白

みかけると前方目前に石鎚山北壁が見え、夜

明峠に着く。

途中、試しの鎖がある。昨夜、宿の人の話

で試しの鎖を登れれば、一の鎖、二の鎖、三

の鎖が楽に登れると聞いたが、勇気が出ず登

山道で行きました。

いよいよ一の鎖。楽しみながら、二の鎖は

足場を確保し、右、左と確実に登り、三の鎖、

達成感を味わいたくて益々気を引き締め、やっとの事で無事祠のある弥山山頂に登頂でき

ます。３６０度四国の山地。一際美しい瓶

ヶ森の素晴らしい眺めを満喫。天狗岳・南

尖峰へと進み大満足し、大休止後、周囲の

紅葉の山々、瀬戸内海、西条の街を楽しみ

ながら成就社へと下山してきました。

前日は最終に近いロープウエイで着き、

本日は早朝の出発で暗かったこともあり、

改めて石鎚神社に無事の登頂報告の為、立

ち寄りました。神社の奥はガラス張りにな

っていて、石鎚山の姿が枠に納まるように

建てられています。山が御神体です。

本当に楽しい山行でした。同行してくださった山﨑さん、大門さんに感謝です。ありが

とうございました。

石鎚山天狗岳山頂

南尖峰  天狗岳 弥山 望 

石鎚神社 御神体 石鎚山道後温泉本館  夏目漱石 坊     湯 
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高尾山～三頭山 笹尾根縦走

記：三浦 藤博

◆山 行 日： 2014 年 11 月 8 日（土）～9 日（日）

◆メンバー：L 山口（裕）、三浦

◆コ ー ス：

【1日目】高尾山登山口07:04⇒08:15高尾山山頂⇒08:55城山09:00⇒09:24小仏峠⇒09:49

景信山 09:55⇒10:42 明王峠⇒11:10 陣場山 11:32⇒13:12 生藤山⇒13:47 熊倉山⇒14:21 浅

間峠⇒15:00 日原峠⇒15:07 水場 15:11⇒15:17 日原峠⇒15:39 土俵岳⇒16:40 笛吹峠（泊）

【2日目】泊笛吹峠 06:30⇒06:50 数馬峠 06:58⇒07:25 西原峠⇒07:29 槙寄山 07:35⇒08:28

大沢山⇒08:31三頭山避難小屋08:53⇒09:06三頭山09:15⇒09:47ヌカザス山⇒10:20イヨ

山⇒10:45 登山口⇒11:08 浮き橋⇒11:39 女の湯 12:15⇒12:35 奥多摩駅

1 日目は、高尾山から陣馬山を通り三頭山手前の避難小屋まで、約 31 キロのハードな計

画です。ケーブルカーの始発が 8 時のため、東京高尾病院裏の登山道入口から登りはじめ

ます。十一丁目茶屋、サル園、女坂を登り薬王院、奥の院を通り、１時間弱で高尾山山頂

に着きます。山頂付近のトイレは、きれいでウォシュレット付きのため驚きました。城山、

景信山、明王峠には、それぞれ茶店があり「なめこ汁」を売っていますが、何分、朝早か

ったため、どこも準備中・・。中央道の小仏トンネル当たりでは、樹林帯の中で展望もな

く中央道を走る車の音がゴーゴーと響いていました。高尾山から陣馬山に続く尾根は、急

な登り下りが多くなく歩きやすい道が続きます。翌日にトレイルレースがあるためか、カ

ラフルなウエアを着た多くのトレイルランナーとすれ違いました。

時速 3km ペースで快調に歩き、白馬の像が立つ陣馬山を通過し、コース中間点にあたる

生藤山に着いた時には、13 時を過ぎていました。コースタイムが、思ったより短縮できま

せん。日没（16 時半）まで時間との競争です。甲

斐、武蔵、相模 3 国境の三国山を通過し、笹尾根

を早足で歩きます。浅間峠から先は、誰とも会い

ませんでした。日原峠から 5～6 分位下ったところ

で水を汲み、笛吹峠でとうとう日没時間切れ・・。

平坦な場所を探しツエルトを設営しビバーク。天

気予報では深夜雨の予報でしたが雨は降らず、フ

カフカの落ち葉の床で暖かく寝ることができまし

た。

翌日は、三頭山避難小屋まで 2 時間弱で歩きま

した。当初の計画では、大マテイ山に登り「小菅

の湯」に入る予定でしたが小雨が降ってきたため、

ヌカザス尾根を下りることにしました。ヌカザス
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尾根は思いのほか急な坂が続き、登りには

絶対に使いたくないと感じました。奥多摩

湖名物のドラム缶浮橋(現在は、ポリエチレ

ン・発泡スチロール製の浮子が使用されて

います)を渡り、「女の湯」まで歩きました。

ところが、そこは「鶴の湯温泉」の源泉が

あるのみで温泉施設はありません・・。バ

スを待っている間、奥多摩湖周辺に点在す

る宿泊施設に配湯するタンクローリー車が

お湯を汲みに来ていました。仕方なく、奥

多摩駅の「もえぎの湯」で入浴することに

しました。時間も早かったため沢井駅で途中下車し、澤乃井園で搾りたての新酒やお猪口

一杯 500 円のお酒などを試飲して帰

りました。
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   上尾 桶川 北本 鴻巣 吹上 

記：上原 すみ

実 施 日:2014年 11月 9日(日)

参 加 者:L＝石井(美)、石井(文)、和田、木原、杉山、田村、阿部、中島、鈴木、大木、

小林(い)、畑野、平野、大畑、兼堀(善)、兼堀(恵)、森(花)、宮地、上原

コースタイム:南越谷 6:55⇒南浦和⇒大宮(高崎線)7:31⇒上尾駅 7:41… 偏照院 8:00…

北本宿多門寺 10:20…桶川宿…鴻巣宿(昼食 11:10～12:10)…ひなの里…鴻巣勝願寺

12:30…宝持禅寺 13:50…吹上駅 15:05～15:19⇒大宮⇒南浦和⇒南越谷 16:26

天気予報では雨マークだったが、雨戸を開けると曇り空だが雨は降っていなかった。

南越谷駅に総勢 19名が集合して、いざ出発！

上尾駅に着き最初に訪れた「遍照院」8:00開山は室町時代の応永元年で日乗山秀善寺遍照

院と号し、御本尊は大聖不動明王の立派な寺院です。歴史は大の苦手、したがって疎い私です

が御本尊や千手観音菩薩像を拝見すると、自然に手を合わせていました。住職の説明を受けご

利益のあると言うバナナを全員が頂きまし

た。ご利益てき面です!!

ここの墓地には、お玉と言う遊女の悲し

く哀れな物語があったようです。

越後の国の貧しい家に生まれたお玉は、親

を楽にする為 11歳で上尾宿の大村楼に身

売りしました。美貌と才智が評判になった

が、20歳の若さで病に倒れ世を去ってしま

いました。その孝行心に心を打たれた妓楼

の主人が手厚く葬ったのだそうです。

10:20に訪れた北本宿の「多門寺」。ここ

には
む く ろ じ

無患子(樹)という古木があり、樹齢 400年と言われる幹には大きな穴が開いていて、一見

枯れているようでしたが、立派に花も実も付け、昔は、木の実に殺菌力があり皮をむいて石鹸

の代わりに使ったとか、又、羽根つきに使う羽の先端に付ける玉も無患子の実だそうです。

次の宿場は、紅花が盛んに栽培されていた桶川に入ります。紅花の開花時期は 6月中旬から

7月にかけてで、今でも紅花摘み等の催しがあるようです。

いよいよ鴻巣宿に入ります。11:00になっていたので、多勢の為早めの昼食になりました。

約 1時間を費やしファミレスを出て、「ひなの里」という鴻巣市産業観光館に入りました。江

戸時代から受け継がれるひな人形の歴史を、長年埼玉県民をやっていて、ひな人形と言えば岩

槻と思い込んでいたのが恥ずかしい。関東三大ひな市(鴻巣・越谷・岩槻)で、特に着付けでは

関東一と大評判だとか……。地名にも人形町があり、京都伏見の人形師が住み着いたのが始ま

りで、人形師とは着付け師のことだそうです。

ひなの里に入ると、2人の幼い姉弟とお母様らしき人が迎えてくれて、幼子は小林いつ子さ
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んに甘えている？ご子息の一家が鴻巣に住んでいることを思い出して納得でした。

可愛いお孫さんに会えてうれしかったでしょう。私達にオヤツまでくださる心遣いに恐縮して

しまいました。一先ずお孫さんとはお別れして、12:30多くの戦国著名人が眠る「檀林勝願寺

です。」家康の側近の大名に寺への助力を命じ「葵」の紋の使用を許したのだそうです。この

近くには鴻巣御殿も造り鷹狩りに休泊していたようです。家康は勝願寺で精神的に癒され、鷹

狩りで健康増進ストレス解消をしていたようです。鴻巣御殿は 1601年ごろに建てられたと推

定され、家康・秀忠・家光と三代にわたって使用され、1657年江戸の大火後、解体され江戸城

に運ばれ、その跡に東照宮が設けられました。その東照宮や多くの社も、明治末期に合祀して

鴻神社となったのだそうです。

ところで、鴻巣と言う地名の由来が気になったのでリーダーにお尋ねしたら、やはりコウノ

トリ伝説がありました。昔、「樹の神」と言われた大樹があり、樹の神の難を逃れる為お供え

物をして祭っていた、それを怠ると必ず祟りがあると恐れられていた。あるとき、コウノトリ

が飛来して、その樹に巣を作って雛を育てようとしたら、大蛇が卵を飲み込もうとする、これ

に対し、果敢に挑み撃退させる。その後、樹の神は害を成す事は無くなり、木の傍に社を建て

「鴻巣明神」と呼ぶようになり、地名を鴻巣と呼ぶようになったそうです。途中で小林さんの

お孫さん(お嬢ちゃん)息子さんと合流して、少しの間でしたが親子三代手を繋ぎ歩く姿が疲れ

を癒してくれました。

13:50宝持寺に立ち寄る。1千年前の平安時代の武将で英雄の渡辺綱が、祖父と父の菩提を弔

う為に創建したと伝えられていて、渡辺姓の発祥の地といわれている。

いよいよゴールの吹上駅を目指すのみ、ひたすら歩き疲れもピークでしたが、雨に降られず

完歩できたうれしさで、南越谷の打ち上げに久しぶりに参加しました。

石井リーダーありがとうございました。皆様お疲れ様でした。
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記：宮地 敬介

■ 日 程 平成 26 年 11 月 12 日

■ 場 所 庚申山(1892m) 栃木県日光市

■ メンバー L 小野寺英子，山本理郎，阿部芳夫，宮地敬介

■ 歩 程 4:00 阿部宅－7:20 銀山平 P＝8:20 一の鳥居＝8:50 鏡岩＝10:20 庚申山荘＝

11:55 庚申山頂，11:15 下山開始＝14:45 一の鳥居＝15:40 銀山平 P

朝、まだ暗く雀も起きだす前に草加出発し、東北自動車道浦和から宇都宮を経由して日

光宇都宮道路清滝 IC へ、途中鬼平江戸所で有名な羽生 PA で休憩を取り 7 時すぎにかじか

荘の脇を抜け登山口の車止め付近に到着、昨夜からの雨はほとんど上がっており、湿度さ

え気持ちの良い気温の中、落葉の絨毯の上を一の鳥居に向け歩を進めた。銀山平Ｐから一

の鳥居までは、ほぼ平らな舗装道で山側からの落石跡が数箇所見られ、辛うじてフェンス

が登山道を守っているようであった。途中山側に｢天狗の投石｣という斜面があり、幅 50cm

～80cm ほどの岩が一面を覆っており、安定した岩の組みあがりには神がかった力さえ感じ

られた。天候は時折思い出したように雨が落ちてきたが、顔に当たる程では無く、かえっ

て体温の上昇を抑制してくれているようで、濡れることさえ厭わなければ心地よささえ感

じられた。

晴れてくるという天気予報を信じて、小雨の中を出発歩くこと 1 時間コースタイムどおり

8:20 に一の鳥居に到着、ここから本格的な山道になるため、準備を再確認し出発、30 分程

度歩くと 10m 以上の大きな岩の前に到着、岩の前には「孝子別れの処」という悲しい伝説

の碑があった。

ここまでくると体が温まっており、水分と

果物(小野寺様の林檎、山本様の柿、阿部様

の蜜柑)を補給し夫婦蛙岩や仁王門を抜け、

9:30 頃に猿田彦神社跡に到着、雨で足場が悪

いため｢お山めぐり｣は次回の楽しみとして、

水分補給を行い山頂へ歩を進めた。途中カモ

シカの親子に遭遇しつつ、10:20 に庚申山荘

に到着、庚申山荘は現在無人となっており、

利用者が使用料を入れる料金箱があり、定期的

に清掃されている様でなかなか綺麗でした。

一泊 2 千円、休憩 3 百円でした。トイレは無料

の様です。

ここから鎖場と梯子が点在する岩場となる。

雨と足場の悪さに加え緩んだ鎖止めに苦戦しつつ

も眺望は雲海の上で、墨絵の世界に入り込んだ様な

幻想的な風景であった。
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｢お山めぐり｣コースとの合流点に 11:15、山頂は 11:55 に到着した。あまり目立たない三角

点にタッチして昼食とした。

帰りは同じコースを下り、途中待っていてくれたカモシカの子供に別れを惜しみつつ、

14:15 分に一の鳥居に到着、庚申七滝を上から確認し、阿部さんの愛車が待つ銀山平 P へ

15:40 に到着。

蛇足ではあるが、帰りにカジカ荘の温泉(アルカ

リ単純泉で保温保湿効果が高い)で冷えた体を

温め、日光駅近くの梵天ラーメン(ニンニクが利

いている)でエネルギーを補給し帰路に着いた。

朝早くから、お疲れの帰りまで運転をして頂い

た阿部様、山本様ありがとうございました。メ

ンバーのケアをしつつ、常に雰囲気を盛り上げ

て頂いた小野寺様ありがとうございました。今

回の山行に参加させていただき感謝しておりま

す。
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甲 州 ⾼ 尾 ⼭
日 程 Ｈ26.11.14（金） 記：小林 いつ子

■ 場 所 甲州高尾山

■ メンバー Ｌ新庄・八並・平野・小林(い)

■ 歩 程 5：52 南越谷―西国分寺―勝沼ぶどう郷 8：07―タクシー

―8：30 大滝不動尊―10：20 棚横手山―10：45 大滝山

―11：10 棚横手山―11：30 富士見台ランチ―12：50 甲州高尾山

―14：50 甲州街道に下山―15：20 大日影トンネルー 15：50 勝沼ぶどう郷

絶好の秋晴れ（初冬）に誘われて勝沼に現れた熟女四人旅の始まりは、キーンと冷たい

勝沼の高台である。タクシーに乗り込み大滝不動尊に着いた。駅からここまで誰にも会わ

ず、境内にも人影なし。オレンジ色のいろはモミジが細く長い滝（大滝ではない）と似合

っている。真っ赤な橋を渡り、山へと入っていった。30 分程で展望台に着いた。しかし、

木が成長してしまい展望台の役目は果たしていない。その分、富士見台の景色はまさに

富士山かぶりつきポイントだ。

更に棚横手山に進むと南アルプスの

山々・八ヶ岳・甲府の町並みが一望で

きて、一層贅沢な気分になれる。時間

にゆとりがあったので、もう一つ先の

大滝山まで登り、パノラマを充分堪能

し富士見台に戻った。この辺りは過去

4～5 回の山火事に会い、大きな木々は

焼けてしまい、植林の若木が育とうと

している。タバコの不始末が多くの原

因だそうだが、私達もガスなどを使う際には細心の注意を払わなければと思った。甲州高

尾山は三つの峰があるようだが一番高い所に道標は無い。ここからは急な下りが続き、

一気に甲州街道に下りてしまった。30 分程歩き、旧大日影トンネルの入り口にあるワイン

カーブに着いた。

ワインカーブとはワイン貯蔵庫で旧大日影

トンネルを利用した巨大なものだ。受付で名

前を書き、無料見学をさせていただいた。

そこは、すぐ隣を新しい大日影トンネル下り

線が通っている。電車が一瞬だけトンネルか

ら外に出る場所で、私達はそこから旧大日影

トンネル遊歩道を 25 分くらい歩いて勝沼ぶ

どう郷の駅に戻った。世間で言う｢撮り鉄｣達

が喜ぶポイントではないのかな？

新庄リーダー、こんなに素晴らしい山行を計画して下さって本当にありがとう。メンバ
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ーの皆さんもお疲れ様でした。
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小 楢 山 （1713M）
記：八並 絹代

◆山 行 日：2014 年 11 月 24 日

◆メンバー：L 新庄・平野・小野寺・八並

◆コ ー ス：草加駅 5：16➡新越谷駅 5：24/5：31➡西国分寺 6：11/6：23➡立川 6：29/

6：43➡塩山 8：12/バス 8：30 焼山峠 9：30….一杯水 10：35….

小楢山 10：40/11：00…幕岩 11：30/12：10….大沢の頭 12：30….一次の峠

13：35……差山 14：05…妙見山 14：35….鼓川温泉へ下山 15：35

穏やかな小春日和のもと、まだ紅葉が楽しめると知り二週続きで山梨の山に出かけた。

乙女高原に行く途中の焼山峠から歩きはじめた。

焼山峠にはお地蔵様が沢山並んでおり優しい顔に足を止めた。このお地蔵様は「子授か

り地蔵」といい子を授からない者がこっそり一体を持ち帰ってお祈りをし、授かったら２

体にして元に返すと伝わっっており今でも新しいお地蔵様が増えているそうだ。

焼山峠から小楢山までは緩やかな山道を歩き、途中大きな岩がいたる所にあり山頂は

広々としており正面に富士山、南アルプス、八ヶ岳、金峰山 360 度のパノラマ。時間が早

いため予定を変更して鼓川温泉までのロングコースを歩くことにした。小楢山から 30 分あ

まり歩いた所に大きな幕岩があり、ほぼ垂直な岩を鎖を使って登り幕岩からの展望もまた

素晴らしい。

昼食をとりながら飽きることなく 360 度の景色を楽しんだ。

その後、30 分あまり歩き二つ目のピーク大沢の頭に到着した。ここからは狭くて急な下

山道、しかも落ち葉で足元がわからない中、アップダウンを繰り返しながら 3 時間あまり

歩き、やっとの思いで下山。「こちらから登らなくて良かったね～」と話をしながら鼓川温

泉の椅子に腰掛けタクシーを待った。新緑の頃、またもう一方の短い下山道を歩きたいと

思った。

パノラマの景色を楽しみながら晩秋の山歩きを満喫した一日でした。
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⼭⾏紀⾏ 〜 2014 秋 〜
記：浅井 祐子

9/2(木) 根子岳～四阿山(菅平高原) L.浅井ゆ、いつ子、英子、黒澤、山本、下川、阿部

草加 5:30 = 菅平牧場 P8:40 – 根子岳頂 10:40 - 四阿山頂 12:40 – P15:20 = ♨ = 帰路

家庭の事情で山がお預け状態の為、平日の山行を許可して貰い晩夏の高原を目指す。

北アルプスが遠望できる標高 1600m の牧場駐車場から、夏の終わりの花々で彩られた根子

岳山頂までは 2 時間。アザミやツリガネニンジン、ワレモコウ、フウロウ、ウメバチソウ

とお目当ての松虫草も見事な盛りで、時期的には少し遅いかな？と心配していただけに感

慨ひとしお。連日の雨続きで萎えていた気分も一気に炸裂しそうだ。

緩やかな根子岳への登り、岳樺の緑を目に焼き付け、涼風にこの身をさらせば、心の奥

に溜まっていた汚れが、汗と共にポロポロと見事に剥がれ落ちる気がする。

雲の中に槍の穂先を探したり、足元の花々を楽しみながらあっという間に根子岳に到着。

東の四阿山とのコルまでどの位落とされるかな～と少し心配しながらしばしの休憩。でも

実はここからが一番のお勧めなのである。岩場の狭いルートを進んだ後は、思わずダイビ

ングしたくなる程の深く美しいクマザサの緑の海が眼下に広がる。泳ぐように笹原を下り

ながら根子岳を振り返ると、こちらからの山容もまた美しい。

さて、コルから四阿山までは樹林帯１時間程の急登を強いられるが、急であればある程

実は私は燃えて来る。久しぶりのこのムラムラ…を満喫すべくゆっくりと歩を進める。

やがて中四阿山からの登山者で賑わいを見せる山頂。残念ながら浅間連山は全て雲の中だ

が、嬬恋村の野菜畑がパッチワークのような可愛らしさを見せてくれる。

下山路は中四阿山を経由して牧場に戻る。車を利用して魅力的な２山を楽しめるこのコ

ースは何度訪れても飽きさせない。因みに「根子岳」は四阿山と並んだ山容が「猫」の耳

のように見えたからとか…。高速も日曜のような渋滞が無く往復とも順調。今後も状況の

許す限り平日山行もありかな…? と次回の計画を密かに立てつつ帰宅する。

9/14 谷川岳.西黒尾根 L.浅井て、祐子

土合 P4:45 – 谷川岳 8:15～9:00 – 天神平 10:30 = ♨ & 岩魚釣り = 帰路

時間の無い時や軽めのトレーニングは筑波山、少し長めに頑張りたい時は西黒尾根。と

暗黙の約束が出来ていて、毎度お馴染の♨と釣をエサに引っ張って行く。好天の連休だか

ら土合駐車場には関西や東海ナンバーの車が目立つ。皆お泊り山行なのね～。羨ましい!!

涼しいうちに稜線に出たいので、ろくに寝てないのだが早々に出発。西黒は三大急登の

1 つらしいが、何度登ってもそうは思えないほどあっという間の樹林帯。稜線に出れば胸

弾む岩場で、リンドウやフウロウ、ワレモコウと思いがけず沢山の花が残っていて嬉しい。

アルプスに行かずとも急峻な岩稜を楽しめる西黒は本当に私の宝物。幾度登っても新鮮。

ガスがかかり寒さだけの頂はパスして早々に小屋へ逃げ込む。前日から山の会初代会長

の仙石さんが肩の小屋に泊まると聞いていた。時同じくして仙石さんとこの谷川の山に居

るなんて、何だか幸せ感じるな～。縦走すると聞き、こちらもまだまだ負けていられない!!

と、気持ち新たに天神尾根を駆け下りる。
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創立 40 周年記念祝賀会 収支報告書

平成 26 年 12 月 4 日

実行委員長 浅井 祐子

会計 松井 多喜雄

収入 562,000 円 内訳 会費@4,000x63 名= 252,000

会より助成金 300,000

お祝金 10,000

(ＯＢ佐々木了子様)

支出 562,000 円 内訳 宴会費 483,018

会場費 18,500

準備会議費(9 回) 11,130

事務通信費 10,910

(ＯＢ宛案内発送、葉書、紙袋、コピー他)

ゲーム、賞品 9,173

表彰状,記念品 9,878

功労者表彰、記念品 7,511

駐車場代 1,880

(備品搬入の為)

反省会費 10,000

残金 0 円

皆さんのご協力にお礼申し上げます。


