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草加山の会 № 232



1

⾦峰⼭

⾬飾⼭

⾼妻⼭



2

⽬ 次
＊コール···········································································芳野 光夫 1

＊2015 年 9 月～11 月山行実績···································リーダー部・機関誌部 2

＊心に残る山行···································································兼堀 善和 4

＊新入会員紹介··································································· 5

＊山の歌「いつかある日」について······································· 松浦 剛 9

＊秋の気配漂う「湯の丸山」·················································新庄 八重 11

＊上越 白砂山···································································八並 絹代 12

＊唐松岳～五竜岳································································山崎 寧子 13

＊大野山（忘年山行下見）····················································兼堀 善和 14

＊小金沢連嶺······································································井口 宮子 15

＊瑞牆山············································································山本 理郎 16

＊初秋の黒部源流の山々を満喫··············································加藤紀久代 17

＊紅葉の飯豊山周回·····························································山口 裕史 20

＊羊蹄山············································································森 律子 22

＊絶景の金峰山···································································宮地 敬介 23

＊錦秋の乗鞍岳 バスハイク報告·········································· 山口 裕史 25

＊樽前岳・余市岳・札幌岳·····································山本・阿部・小野寺・小宮30
＊谷川岳 天神尾根·····························································中川みさえ 35

＊両神山 八丁尾根·····························································嶋田 博久 36

＊雨飾山・高妻山 ··························································兼堀・森（律） 37

＊秋の善光寺······································································宮地 敬介 39

＊北陸百名山 白山・荒島岳·················································山口 裕史 41

＊小金沢嶺·········································································橘 高志 43

＊霧ヶ峰 八島湿原·····························································小林いつ子 44

＊谷川岳 西黒尾根·····························································畑野 順次 45

＊谷川岳 東尾根を攀じる····················································山口 裕史 46

＊ひとり寂しく出かけた金峰山··············································鈴木 廣 49

＊浅草岳・会津朝日岳··························································畑野・加藤 50

＊甲武信岳·········································································森 花江 52

＊皇海山············································································兼堀 善和 53

＊高尾～陣馬～吊尾根から臼杵山縦走····································山口 裕史 54

＊大山・石鎚・剣山·····························································大木・江崎 56

＊十二ケ岳·········································································山崎 寧子 59

＊筑波山············································································小野寺英子 60

＊上州武尊山······································································嶋田 博久 61

＊紅葉を追いかけて·····························································森 律子 62

＊鳴虫山············································································山本 理郎 63

＊中山道歩き№6（新町駅～群馬八幡駅）································大門 京子 64

＊四つ又山・鹿山································································山崎 寧子 65

＊山行報告 2015 夏～秋························································浅井 裕子 66

＊2015 年 草加山の会の十大ニュース····································リーダー部 68

＊編集後記·········································································新島 和子 69



3

『コール』

The Sense of Wonder

美しいもの、未知なもの、神秘的なものに目を見はる感性

記：芳野 光夫

「自然の神秘に満ちた不思議な力に出会うとき、人は深い感動と安らぎを得ることが出来

ます。それは人間がもともと自然の一部であり、自然に生かされているからではないでし

ょうか。地球に生きるあらゆる生き物が共に暮らせる持続可能な社会を創り、未来の世代

に引き継いていくために、私たちは自然体験がとても重要な役割をはたすと考えています。

なぜなら自然体験は人と自然のつながりを確かなものにするだけではなく、健やかな心と

体、生きる力を育み、人と人とのよりよい関係を築いてくれるからです。（自然体験活動憲

章より抜粋）

今年の春に日本蜜蜂の巣箱を作り、いつも行く森林にセットして置きました。直ぐに日

本蜜蜂がやってきて、巣作りを始めました。７月ごろまでたくさんの蜜蜂の出入りを確認

しましたが、９月に蜜蜂の出入りが無くなっていました。入口はドロのようなものでふさ

がれていました。８月の暑さで蜜蜂達が巣を放棄したのかと思い次の週に巣箱を開けてみ

たら、蛆虫のようなものがいっぱい湧いていました。その時感じた失望感も、「the sense of

wonder」だったのでしょう。来年もまたチャレンジします。

毎年、年齢を重ねるたびに、準備なしで山歩きに行けなくなりました。Baby step

毎日少しずつ小さな努力をする事を大切にしよう。シェアリングネイチャー活動を続ける

為に、「自然にふれるという終わりのないよろこびは、けっして科学者だけのものではあり

ません。大地と海と空、そして、そこに住む驚きに満ちた生命の輝きのもとに身をおくす

べての人が手に入れられるものなのです。」（レイチィル・カーソン「センス・オブ・ワン

ダー」より最後の文章）
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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 9/3 根子岳 浅井(祐) 小林(い)、山崎(寧)、嶋田

個 9/5 湯ノ丸山 千葉 新庄、下川、木原、小野寺

個 9/5 白砂山 園木 八並、平野

個 9/11～13
唐松岳・
五竜岳

山崎(寧) 森(律)、浅井(祐)

個 9/12 大野山 兼堀(善) 兼堀(恵)、中島、澁谷、尾崎

個 9/13 小金沢連嶺 井口 八並、小林(い)

個 9/14 瑞牆山 小野寺 新庄、山本、小宮

個 9/18～22
薬師岳･黒
部五郎岳･
水晶岳

園木 大門、加藤、森(花)

個 9/19～21 飯豊山 山口(裕) 三浦、磯川

個 9/19～22 羊蹄山 石井(美)
石井(文)、兼堀(善)、染谷、森(律)、

小野寺

個 9/20～21 金峰山 浅井(昭)
杉山、平野、畑野(仁)、畑野(順)、新島、

澁谷、宮地

会 9/26～27 乗鞍岳 山口(裕)

石井(文)、新島、石井(美)、浅井(昭)、

松浦、染谷、小宮、芳野、和田、松井、

山本、山﨑(正)、兼堀(善)、鈴木(勝)、

宮地、張替、森(律)、木原、鎌形、井口、

兼堀(恵)、江崎、森(花)、大木、黒澤、

関口、小野寺、千葉、澁谷、畑野、浅井(祐)、

星野、杉山、小林(い)、山崎(寧)

個 10/3～5 北穂高岳 園木 石井(文)、尾崎、大門、八並、関口、平野

個 10/4 西吾妻山 森(律)
新島、兼堀(善)、山崎(寧)、鎌形、染谷、

宮地、森(花)

個 10/5～8 余市岳 山本
小野寺、黒澤、小宮、阿部、新庄、下川、

千葉

個 10/7 谷川岳 浅井(祐) 星野、山崎(寧)、中川

個 10/7 両神山 山口(裕) 嶋田

個 10/10～12
高妻山･
雨飾山

森(律)
山崎(寧)、新島、浅井(昭)、森(花)、宮地、
兼堀(善)、山﨑(正)

個 10/10～11
白山･
荒島岳

山口(裕) 三浦

会 10/14 小金沢嶺 八並 兼堀（恵）、木原、澁谷、大門、橘、芳野

個 10/15
霧ケ峰･
八島湿原

小林(い) 小野寺、松田 鈴木(里)
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個 10/17 三国峠 浅井(祐) 兼堀(善)、兼堀(恵)、宋、出口、永島、金野

個 10/18
谷川岳
(西黒尾根)

浅井(昭) 山崎(寧)、畑野(仁)、畑野(順)、澁谷、森(花)

個 10/18
谷川岳
(東尾根)

松浦 山口(裕)、鈴木(勝)、森(律)

個 10/18 金峰山 鈴木(廣)

個 10/24～25 甲武信岳 石井(美) 石井(文)、芳野、山崎(寧)、森(花)

個 10/24～25
浅草岳･会
津朝日岳

園木 畑野(仁)、加藤、八並、

個 10/25 皇海山 兼堀(善)
森(律)、新島、木原、染谷、小野寺、澁谷、

山﨑(正)、大門、松井、小林(い)

個 10/25 高尾～陣馬 山口(裕) 三浦

個 10/26～29
大山･石鎚
山･剣山

和田 小宮、山本、大畑、大木、江崎

個 10/29 十二ヶ岳 山崎(寧) 鎌形、浅井(祐)

個 11/1
三国山･
高指山

園木

関口、兼堀(恵)、大畑、森(花)、澁谷、

松井、平野、畑野(仁)、山口(敏)、中川、

星野、金野、張替

個 11/3 筑波山 小野寺 黒澤、千葉、鈴木(里)

個 11/3 武尊山 山口(裕) 嶋田

個 11/7 天城山 森(律)

会 11/10 鳴虫山 山本
芳野、和田、山﨑(正)、阿部、小林(い)、

小野寺、石井(文)、関口、松浦

個 11/18
中山道
№6

石井(美)

中島、黒沢、平野、阿部、渋谷、森(花)、

鈴木(廣)、木原、杉山、大畑、石井(文)、

大門

個 11/21～22 八ヶ岳 浅井(昭)
森(花)、宮地、鎌形、小野寺、鈴木(廣)、

鈴木(勝)

会 11/22 金袋山 張替 小林(い)、山口(敏)、新庄

個 11/22 白根山 園木 加藤

個 11/23
四又山～鹿
岳

山崎(寧) 浅井(祐)、芳野

個 11/29
裏妙義(丁
須の頭)

山崎(寧) 宮地、浅井(祐)、森(花)

個 11/29 乾徳山 井口 森(律)、兼堀(善)、山口(裕)、新島

個 11/29 桜山 園木 八並、平野
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⼼に残る⼭⾏
満天 星空    東京  

雲 取 山

記：兼堀 善和

この草加山の会入会は２０１０年１１月の公開バスハイク竜ヶ岳に広報で知り参加させ

ていただき、会員の皆様の温かさから翌年２０１1 年４月に入会、まだ５年目ですが毎月

山歩き謳歌しています。

私の心に残る山行は会社の先輩に連れて行ってもらった雲取山です。２００７年から始

めた山歩き、その年の１１月２３・２４日雲取山荘泊の初めての山小屋泊まりの２日間で

した。東京で一番高い山として知られている山、当日車で鴨沢からスタート標高差１５０

０ｍ弱のなだらかな登りがはじまり、途中でマウンテンバイクが横からスイスイ追い越し

ていき凄いなと感じつつ堂所を過ぎ七つ石山で雲取山を眺め、もう少しだと頑張ろうと思

いましたがそこから小屋まで、少し急坂で長かった。そして２０００ｍを超えるとこんな

にも寒いのかと感じました。初めての山小屋なかなか眠れず夜、外に出て寒さとともに、

星空がほんとに綺麗で空が近く、東京にもこんな空があったのかと寒さを忘れて見とれて

しまいました。改めて来てよかったと感じました。そして翌日早朝から雲取山に登りまし

た、山頂はまさに大展望で富士山はじめ素晴らしい眺め、これからドンドン山歩きしたい

なと思い下山しました。

会社人間として、すべてが仕事だと５５歳すぎた時くらいに、会社での付き合いが退職

後ずっと続くわけがなく、何か自分のライフワークとして地元での付き合いが出来るもの

がないかと家内と相談して、共通の趣味山歩きとして草加山の会に入会しました。今では

私の大切なライフワークがこの草加山の会です、今年北海道に観光も含め３回も行くこと

ができ石井会長ほか同行いただける先輩に感謝しています。また今年は裕史さんの尽力に

より新人がかなり入会してきました、私も楽しみで是非ご一緒したいと思っています。

今後ともよろしくおねがいします・・・
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新入会員紹介

今年はたくさんの方が入会され、ますます活気づきこれからも楽しみです。

【平成 27 年 4 月入会 江崎直子】

今年 4月に入会しました、江崎直子です。青柳七丁目に住んでいます。

入会半年の間に数々の山行に参加させていただき、先日は鳥取県か四

国（大山・石鎚山・剣山）と心に残る思い出の旅が出来ました。

草加山の会は組織がしっかりしいて、例会ではいつも勉強になります。

これからも体を鍛えて、会の皆様について行ける様頑張りたいといま

す。

どうぞよろしくお願いします。

【平成 27 年 7 月入会 山崎寧子】

１９６３年生まれ 血液型 A 山歴３年目です。

そのうち１年間は怪我で登れませんでした。

１度怪我すると、体力と筋肉が戻るのに半年はか

かりますね。

年齢が高くなると、脚がもつれたり、視力が下が

ったり、耳が遠くなったりとハンデが多くなりま

すので安全には人一倍気を付けて登っています。

性格は、すこぶる温厚で素直ですけれど、抜けて

いるので、ピントが多少ずれている所がありますが、受け止めて頂けると非常にありがた

く思います。

【平成 27 年 7 月入会 星野孝子】

星野孝子です。主人と大学生の娘と柴犬１匹の家族で、生ま

れ育った八潮市に住んでいる会社員です。

登山を始めて 4 年になります。友人に誘われて訪れた上高地の

景色に魅せられたことがきっかけで始めました。それまでは仕

事と家庭で忙しく、趣味らしい趣味を持つことがなく過ごして

きました。が、山の会に入会して、同じ趣味を持つ皆様と色々

な活動に参加できることを大変うれしく思っています。学生時

代、バトミントンの試合中に左膝の半月板を損傷（骨折）して

おりその影響で長時間の登山では膝に痛みが出やすい状態で
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す。じつは 4 年前は今より 8キロくらい体重が重かったのですが、ダイエット後の現在、

少しは膝の負担も軽くなったように感じています。しかし、今後厳しい登山にチャレンジ

していくには太ももの筋肉を鍛える必要があると思っていますので、毎日少しずつスクワ

ット等をして鍛えています。

皆さまにご迷惑をお掛けしないよう頑張りたいと思います。どうぞよろしくお願いします。

※同期入会の山崎さんに「区別がつかない」というお声をいただいおりますので写真を添付しまし

た。今年の夏、娘と唐松岳に登った時のものです。

平成 27 年 9 月入会 嶋田博久】

【生年月日】昭和４９年８月２４日〈A型〉（吉川市在住）

【現時点で好きな山】上記は筑波山の御来光

【登山歴】１年の未熟者〈初登山富士山〉

私は、登山始める前からキャンプやスノーボードと山と触れあう事がとても大好きで落ち

着く場所でした‼子供が成長して、夏休みにキャンプ ハイキングを取り入れ愉しい想い

出を家族で作って来ました‼
いつか富士山に登りたいと願望を持ち続けていたある日!山登りをしている方〔現在の師

匠〕と出逢い、富士山に案内してもらいました‼正直余裕と思って居ましたが(;o;)
何と!９合目手前から足がつり動けず荷物を持ってもらいながらの剣ヶ峰登頂でした〔 〕、

とても屈辱的で情けない思いをしたショックの初登山デビューでした‼‼
しかし、ここから目覚めてしまいました。

山の空気、気温、風、草花、動物の声、そしてピーク～の絶景にもうメロメロです

なぜ？こんな素晴らしい場所にもっと早く来なかったのだろう？もっと素晴らしい所があ

る?そこに行く為には何しないとならないか？自立した登山者を目指す事に！

雑誌や師匠から知識を取り入れ、ソロで山行を実践し、更に上を目指そうと思った時に山

岳会に入ろうと考えました。仕事上、平日休みの為、中々日程を合わせる事が出来ません

が、山が大好きな人達と話が共有出来る事、皆様の人柄にとても幸せを感じ入会を決めま

した‼今後リーダーとして山行計画を立て、安全第一で愉しい登山を案内出来るように頑
張ります。御指導の方、宜しくお願い致します
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【平成 27 年 10 月入会 畑野順二】

【生年月日】 1960（昭和 35）年 2 月 1 日

【出身地】 熊本県熊本市 （2003 年 4 月草加に引越し）

【血液型】 O型

【趣味】 2年前より家庭菜園 通勤電車中での読書

【入会動機】

フイルムカメラの時は、歩いている途中でも三脚を立てて撮影し他の人と一緒に山に行っ

たら迷惑をかけていました。最近は、デジタルカメラで、手持ちで撮影するので、あんま

り迷惑をかけなくなり、なら草加山の会に入会させて頂きました。

【山暦】

1994 年 9 月 大阪府堺市に住んでいる時に会社の先輩から、白馬に行かないかと誘われ始

めての山行で、天気が良く山頂からの風景に感動しました。続けて、10 月に奥穂高岳にも

連れて行ってもらいました。

1995 年 4 月～1999 年 3 月までの 4 年間は、熊本に転勤となり、年 1 回北アルプスの山行と

日帰りで九州の山に出かけていました。

1999 年 4 月 東京都日野市に転勤となり北アルプスが近くなり、北アルプスの稜線の一般

登山道をすべて歩くことを目標に長い休みには、テントを持っての山行です。

このころの一番の思い出は、三俣山荘～水晶岳～読売新道～奥黒部ヒュッテの山行で、長

いコースでヘトヘトになり奥黒部ヒュッテに着き、翌日も朝の黒部湖の「平ノ渡し」に乗

る為に暗い時から歩き出し、この日もヘトヘトで、五色ヶ原まで歩いたことです。今では、

体力が落ちて、絶対行くことが出来ないコースです。

ヤマケイフォトコンに北穂高岳からの滝谷の作品に

感動し、2004 年 4 月に中判のフイルムカメラを購入

し北穂高に行くようになりました。

北穂高岳からの槍ヶ岳・常念岳・前穂高岳・奥穂高岳・

滝谷・笠ヶ岳の風景は、何度見てもあきず、ボート見

てのんびりしています。

2010 年ごろからは、北穂高岳以外の北アルプスの山

行にも出かけるようになりました。

今年からは、フイルムカメラはやめて、デジタルカメ

ラだけを持って出かけています。

これから、山の会の皆様とご一緒に山に行くことを楽

しみにしています。

冬山は、ほとんど経験がありませんので、ご指導をお

願いいたします。
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【平成 27 年 11 月入会 中川水紗英】

自己紹介をさせて頂きます。

出身地は石川県七尾市。NHK 大河ドラマ「利家とまつ」の舞台とな

った所です。

上京する事を反対する両親を欺いて役者になることを胸に抱いて

夜行列車に乗りました。

あれから数十年…。ケセラセラ…。人生 etc.

山の空気を吸った後の身体の中がフレッシグリーンに満ちる感覚

が大好き。

出来るならゴールデンシアターに入って舞台の空気も思いっきり吸いたいな～なんて。

現実逃避型の私です。

よろしくお願いします。
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山の歌「いつかある日」について ２０１５年１１月１日 松浦 剛

過日の会員バスハイクの帰りのバスの中で、小宮さんが山の歌「いつかある日」を感情を

込めて唄ってくれた。私はこの歌が大好きで、いまでも歌詞カードが無くても可なり歌う

事が出来る。１人で唄うことはあるが、しかし多くの人の前で歌った記憶は余り無い。な

ぜならばこの歌の詩が余りに恐ろしいからである。その歌詞は以下の通りである。

１、いつかある日、山で死んだら、古い山の友よ伝えてくれ。

２、母親には安らかだったと、男らしく死んだと父親には。

３、伝えてくれ。いとしい妻に、俺が帰らなくとも生きて行けと。

４、山の友よ小さなケルンを、積んで墓にしてくれピッケル立てて。

５、友に贈る俺のハンマー、ピトンの歌声を聞かせてくれ。

遭難現場や若者の山での死を見てきた私には、この歌詞は余りにも悲惨であり残酷であっ

た。父や母を思うともし自分がこうなったら、どれほど悲しむか想像ができた。今は両親

も妻も黄泉の国に旅立ってしまったが、山に夢中だった私はまだ若かった。岩登りや雪山

に熱中していた私は、大きな岩壁や冬山に入るたびに、いつかは遭難するかも知れないと

思っていた。そんな時代にこの歌を岳友から教えられたが、その歌詞は私の心に深く沁み

込んだ。テントの中でこの歌を岳友と静かに唄った記憶は有るが、皆同じ気持ちであった

ろう。こうした事でこの歌を人前で唄う事は、自分が死んでしまう事を肯定している様で、

怖くて唄えなかった。その気持ちは今でも変わらない。

この山の歌はフランスの登山家ロジェ、デュプラの作詞である。デュプラは若くしてヒマ

ラヤの高峰ナンダデビで１９５１年（昭和２６年）に遭難して亡くなった。遠征隊長とし

て、ナンダデビの山頂に姿を消したこの登山家を悼み、この遠征の登山記録カメラマンで

あったＪ，ランギュパンが「ＨＩＭＡＬＡＹＡ ＰＡＳＳＩＯＮ ＣＲＵＥＬＬＥ」と題

して遠征記録の本を出版した。「ヒマラヤ、悲情な情熱」とでも訳せるであろうこの本は、

日本語に訳され「もしかある日」と題して１９６２年１２月に出版された。著者はこの本

の冒頭に「すべて 山に生命を捧げしものの記念に この書を捧ぐ」ロジェ・デュプラ ジ

ュベール ウィニュ １９５１年６月２９日ナンダ・デウィにて遭難の思い出に。と記し

ている。

この本の第十三章に「もしかある日」（ロジェ・デュプラの詩）として詩が掲載されてい

る。

もしかある日、おれが山で死んだら、山で結ばれた古いザイル仲間のお前にだけだこの遺

書をたのむのは。

おふくろに会ってくれ、そして言ってくれ、おれは幸せに死んだと、おれの心は いつで

もお母さんのそばにいたから、おれは苦しくなんかなかったと。

おやじに 言ってくれ、おれは男らしくやったと。弟に 言ってくれ、さあ今こそお前に

バトンを渡すぞと。

女房に おれの願いだと言ってくれ、おれがいなくても 生きるんだぞと、おれがお前な

しで 山で生きて来たように。

・ ・・・・・・・・長いので一部省きます・・・・
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そしておれの仲間のお前には おれのピッケルをとってくれ、こいつが恥辱のなかで 朽

ち果てるのは おれには耐えられない。

何処か美しいフェースへ 持って行ってくれ、そしてこいつのために特別に 小さなケル

ンをつんでくれ、そのてっぺんに さし込んでやってくれ。・・一部省きます・・

そしてザイル仲間のお前には これがこれがおれの形見だぞ、おれのハンマーを渡すぞ、

あの花崗岩の岩肌に 連打の木魂でおれの屍骸を 歓びにわななわせてやってくれ 岩壁

に 山稜に 音高く 響かせろ さあ行ってくれ おれはいつまでも お前と一緒に登る

のだ。

以上この本の訳者が詩の全訳をした一部を省き掲載したが、実は冒頭に書いた「山の歌」

の歌詞は「日本百名山」で有名な著者深田久弥氏の訳になるもので、多くの人は深田氏の

訳詩を覚えている事になる。深田氏の詩はややロマンチックな気分が漂っているが、デュ

プラの詩はかなり現実的であり、死というものが心の奥底に潜んでいるクライマー（登攀

者）にとっては、恐ろしいと言う感情を刺激する。私はこのナンダデビ遠征の本を読み、

一層この歌詞に恐ろしさを覚えてしまった。しかし逆に考えれば、私にとってこの詩は山

登りに対する抑制剤になっている事はいがめない。デュプラの詩は死を前提として書かれ

ている事が恐ろしい。

ヒマラヤのナンダデビ峰は高度７８１６ｍで、８千メートルに僅かに足りない高峰

である。またこの山は周囲に高峰を廻らせて、中々その山に取り付くにも大変な山

である。デュプラは８人のフランス遠征隊の隊長としてナンダデビに挑んだが、１

９５１年６月２９日に隊員ジュベール・ウィニュと二人で山頂を目差し、帰らぬ人

となってしまった。

「もしかある日」１９６２年初版本 ロジェ・デュプラ
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▲ 2015 年 9 月 5 日 土曜日 記 新庄 八重

▲ L 千葉、下川、小野寺、木原、新庄

▲ 松原団地 5:30→上信越・東部湯の丸 IC→地蔵峠 8:30/8:45→鐘分岐 9:30→湯の丸山

10:30→北峰 10:50→烏帽子岳 13:25→鞍部 14:40→地蔵峠 15:40

ツツジの名所として有名な湯の丸山、6月には山肌がオレンジ色に染まるらしい。

以前ツツジを愛でる計画が雨で流れて以来、登れずじまい

になっていた。しかし、松田氏に連れられてスキーでは何

度か来ていたため、峠からは見覚えのある景色が広がり、

頬を撫でる風はひんやりしていた。

湯の丸スキー場のゲレンデには、放牧された牛がのんび

りと草を食んでいた。所々に落ちている糞に気を付けなが

ら直登すると、リフト終点からは一転緩やかな登山道とな

り、秋の花々が一挙に増えてきた。

当然お目当てのマツムシソウもまだまだ健在で、来た甲

斐があったと嬉しくなった。

鐘分岐を過ぎると段々傾斜もきつくなり、岩の混じる足

元には黄色いイワインチンが目立つようになってきた。視

界が開け振り返るとゲレンデの奥に篭ノ登山、桟敷山はよ

く見えたが浅間山はまだ雲の中であった。

頂上直下がお花畑になっている湯の丸山、山頂は広くこ

のあと登る烏帽子岳は三角錐の姿が美しい。イワインチン

の自生地を歩く北峰への稜線も、展望と花に恵まれ素晴ら

しい。湯の丸山へ戻り、急下降して烏帽子岳への鞍部で一

休みして登り返した。

稜線に出るとお椀を伏せたような湯の丸山が目の前に、

お隣には角間山が並んで見えた。

やがて雲の切れ間から浅間山、四阿山、根子岳の姿が見

え始めた。展望が開けた稜線には、爽やかな風が吹き花々

が揺れていた。木苺やブルーベリーも実り、気の早い草木

の紅葉もすでに始まっていて、丁度夏と秋が混在する季節

の狭間にあった。

湯の丸、小烏帽子、烏帽子岳からの好展望と咲き誇るお花の数々、それらを写真に収めな

がらのんびりと湯の丸界隈を味わえて満足できた一日となった。

秋の気配漂う 湯の丸⼭

湯の丸⼭中腹

湯の丸⼭⼭

⼩烏帽⼦岳⼭頂

烏帽⼦岳⼭頂
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上越 白砂山（2354M）

記：八並 絹代

★日程： 平成 27 年 9 月 5 日

★メンバー： L 園木、平野、八並

★コース ： 白砂山登山口（8：00）----地蔵峠（8：50）---堂岩山（10：30）---

---白砂山（11：50/12：15）---堂岩山分岐（13：15）---八間山（15：00）----

白砂山登山口（16：30）

８月の下旬から２週間余り、早めに訪れた秋雨前線のせいで連日天気が悪く夏はどこに行

ったのか？山にも行けず腐っていた。５日久々に晴れると知り、なかなか行けない白砂山

に参加した。早朝 4 時に出発。８時前に野反湖の湖畔に到着。天気も良く湖畔からの景色

は綺麗だ。急いで身支度をして歩きはじめた。登山道はきれいに整備され、歩きやすい道

だ。暫く樹林帯の中を歩き振り返ると向こうに草津温泉の街並み、眼下に野反湖が見え素

晴らしい景色。堂岩山に着くと尾根道に出、白砂山に続く尾根道が見え白砂山ははるか先。

アップダウンを繰り返しながら、途中背丈よりも大きな笹道で足元が見えず苦闘しながら

やっと山頂に到着。なんと山深い山。昼食を終え堂岩山の分岐まで戻り同じ道を帰るのは

つまらないし、八間山への周回コースを歩いた。

ガスがでて展望が悪くなったが、左側の展望を楽しみながらの稜線歩き、そのうちアップ

ダウンを繰り返しながらなかなか八間山に着かずやっとの思いで到着。ガスで展望もきか

ず早々に下山コースを急いだ。

山深く、なかなか行けない山だがキスゲやシラネアオイのお花が咲く頃、もう一度行きた

い山ですね。
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唐松岳～五竜岳

2696m 2914m

記 山崎 寧子

【日 程】 平成２７年９月 11 日（金夜発）から 13 日（日）晴れ時々曇

【参 加 者】 L 山崎寧子 浅井祐子 森律子

【コ ー ス】

前夜 11 日 金曜日夜８時４５分出発浅井宅→八方第三駐車場 12:30 着

1 日目 12 日 土曜日 八方ゴンドラ 8:00～八方山頂駅 8:15～第３ケルン～

唐松山荘 11:30～唐松岳 12:00～唐松山荘 12:20～五竜山荘 14:30（泊）

2 日目 13 日 日曜日 五竜山荘 4：45～山頂 5：20～五竜山荘 7:00～五竜ゴンドラ 10:00

第 3 駐車場～浅井宅

夜行発の高速道路はガラガラで、道を知っ

ていたこともあり、思いのほか早く駐車場

に到着。翌朝目覚めると車の数がいっきに

増えて、ゴンドラの混雑を予想させた。朝

ごはんを早々にすませ、いざゴンドラへ。

八方山頂駅から、唐松岳への道は風もなく

快晴。稜線の左に唐松・五竜、右に白馬三

山を構え、眼下には夏の終わりを感じさせ

る八方池が広がり、多くのハイカーが八方

の自然を楽しんでいた。

唐松山頂では、遠く剱岳もはっきりと眼に

することができ、青々とした空が私たちの

登頂を喜んでくれているような感じさえあ

った。

唐松岳から五竜山荘までは、手応えのあ

る岩場、鎖場が何回かあり、集中力を高め

る。疲れが出始めた頃、五竜山荘へ到着。

２日目は暗いうちに出発。五竜岳の登り

は岩場だ。足元に注意しながら岩場を

楽しんでいると、朝日が真っ赤に空を色づかせはじめ、そして「モルゲンロード」がはじ

まる。

自然と感動の涙が溢れだし、この山行に参加してくれた祐子さんと、律ちゃんに感謝の

思いが一層深まる。「ありがとう。自然。そして仲間達。」
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大野山 忘年山行下見      

記：兼堀 善和

日 程：９月１２日（土）

メンバー：Ｌ兼堀（善）、中島、澁谷、尾崎、兼堀（恵）

コ ー ス：（車） 松原団地～大井松田ＩＣ～登山口～犬クビリ～山頂～酒尼川吊り橋～

谷峨駅～松原団地

１２月山行控え早めに下見実行決定、６時出発予定で５時車のキー回すもウントモ・ス

ントモ動かないアチャーバッテリーあがってる、急ぎＪＡＦに連絡つけると共に同行者に

電話待機願いで、６時過ぎにＪＡＪ到着半に出発結局１時間遅れの７時過ぎ松原出発、高

速渋滞しており大野山登山口１０時着１０分後登り始め、尾根道を左に山腹巻いて牧草地

にそこから階段（結構急だ）登り切り左に進み車道を交差する犬クビリから１２時４０分

山頂、昼食後車を取りに戻る班と谷峨駅に迎え班に分けれ谷峨駅で合流、車で（酒水の滝）

見学高さと水量もあり素晴らしい是非当日参加頂く皆さんにも見せたい。

バスから下車する場所あり、山頂広く皆でワイワイするに適している見晴も最高又大勢

連れてくるよと約束し帰ってきた。
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⼩⾦沢連嶺 2014ｍ
記：井口 宮子

【山行日】 2015 年 9 月 13 日

【メンバー】L 井口、小林い、八並

【コース】 南越谷駅 5：31→西国分寺 6：11→甲斐大和液 8：10（バス）→小屋平 8：47 ・・

石丸峠 10：00 ・・小金沢 10：30 ・・牛奥ノ雁ケ腹摺山 12：00～12：40 ・・黒

岳 13：50 ・・湯ノ沢峠 15：00 ・・林道（鉄塔の下）16：20（タクシー）甲斐

大和駅 17：05～17：31→南越谷駅 19：50 着

秋の花が見たくて帯那山を計画したが、休日は早いバスが無い為に行先を変更、メンバー

の希望で下見山行になった。

バスを降りて歩き始めて間もなく小雨になったが小金沢を過ぎた頃には回復して、富士山

もくっきり見られた。うっそうとしたコースでは倒木が多く歩きにくかったが反面、多種

類のコケの緑が目に優しかった。白谷丸辺りから早めにタクシーを呼ぼうとしたがケイタ

イが使えず林道歩きが長くなり、漸くタクシーに乗り駅に直行、温泉はパスして帰路に着

いた。お目当ての秋の花、まだ健気に咲いていました。

コケときのこ
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記：山本 理郎

■日時 平成 27 年 9 月 13 日（月） ■メンバー L=小野寺、新庄、小宮、山本

■コース 松原団地 5：30……瑞牆山荘 8：55……富士見平小屋 10：00……天鳥川出会 10：

36……山頂 12：25……瑞牆山荘 16：20……松原団地 20：10

瑞牆山荘までは草加から 195Km、３時間半のドライブとなる。平日にも関わらず駐車場

には 30 台近くの車があり、金峰山か瑞牆山か分からないが、かなりの数の人が入山してい

る様だ。登山口は山荘の前から始まり緩やかな樹林帯をしばらく行くと駐車場から伸びた

林道を横切る。里宮神社の標識を右手にみる頃に林道の終点が出てくる。約１時間で富士

見小屋に着く。ここは金峰山との分岐であり、

休憩のベンチが沢山用意されており、トイレ、

水場もある。一息いれて、次のポイントであ

る天鳥沢の渡渉地点を目指す。途中に山頂を

望める箇所があったが、12 年前の写真と比較

すると、今は樹木に視界が遮られ、ちょっと

残念な景色になっていた。小川山の分岐案内

を確認して 35 分で渡渉地点に着く。沢を渡

って程なく、花崗岩の大岩が二つに割れた桃

太郎岩が出てくる。右手の階段を上ると、山

頂直下の分岐までほぼ一直線の急登になり、階段あり、鎖ありで上りやすい岩のルートを

見つけながらの登りとなる。渡渉地点から山頂まで 110 分で山頂到着。山頂は晴れたり、

曇ったりで、遠望はきかなかった。出会った登山者は大勢いたが、我々のグループが最高

齢であったと思う。若い人が多いのには驚いたのと同時に何故か嬉しくもあった。

初秋の⿊部源流の⼭々を満喫

瑞牆山（2230ｍ）
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記 加藤 紀久代

 期日 平成  年  月  日 土    日 火 

 行程   日 土 草加     上信越道 北陸道 薬師岳登山口 三角点     太郎

平      薬師小屋      薬師岳      薬師小屋 泊 

  日 日 薬師小屋発     太郎平 太郎山     北 俣岳      

黒部五郎岳      黒部五郎小屋      泊 

  日 月 黒部五郎岳発     三俣山荘     鷲羽岳         岳分岐

 水晶岳      分岐 祖父  雲 平山荘      泊 

  日 火 雲 平小屋発     祖母岳     薬師沢小屋     太郎平     

 昼食  登山口 駐車場      日本海東北道 富山 草加

         園木 大門 森 花  加藤

待ちに待った５連休、シルバーウィークがやってきた。かねてから計画があった黒部方

面の縦走に心を弾ませて臨んだ。私以外の３名は、今回登る山々の全てではないがほとん

ど登頂済み。自分は、全山初挑戦なので、登頂への意欲は高かった。初秋の北アルプスは？

雲の平って？と期待をふくらませて出かけた。

ほとんど、寝る時間もないまま真夜中１時に草加を出発。連休中の天気は晴れの予報だ

が、登山口に近づくにつれ雨が降り出し、出発時は、厚い雨雲の中、雨具を身につけ出発

した。人は次々と登山口に向かい、トイレは大行列である。歩き出してからも続く行列の

中を抜きつ抜かれつしながら、１時間程すると雨があがった。樹林帯を過ぎたあたりから

は、広々とした草原が現れ、日も射し始めた。視界もよくなり、気持ちよく高度をあげて

いくと太郎平に到着した。小屋の前の広場では多くの人がにぎやかに休憩しており、さす

が｢北アルプス！｣ やはり５連休を思わせられる。そして、目の前に大きな薬師岳、右手

奥に連なる、水晶・鷲場の山々をみると、登りの苦しさを忘れ、登頂意欲が高まった。薬

師小屋を目指し進むと、初秋の山の美しさを目の当たりにする。緑・黄・赤の３色が入り

混じった山の斜面は、実に見事で、自然の素晴らしさに心を打

たれる。着きそうでなかなか着かない薬師小屋にやっと到着す

る。予想通り、混雑する小屋の受付をすませ、明日の長い行程

を考えて今日中に薬師の頂上を踏むことにする。

青空に白く聳える大きな薬師岳。遠くに笠が岳、そして槍が

岳も姿を見せ、

北アルプスの稜線を目の前に見ながら、最初の目的地「薬師岳」

に登頂を果

たす。その気持ちよさは、言葉で表現するのが難しい。

「やっぱり、北アルプスはいい！実感！」

薬師小屋は、３人で２枚のふとんの割り当てだが、ラッキーなことに両隣がこなかった

ので、一人で１枚のふとんで眠ることができた。

２日目。ヘッドランプをつけて５：０５小屋出発。太郎平まで下り、朝食。今日は朝か

ら天気はよい。これから進む、北の俣岳・黒部五郎岳、そしてなだらかに見える縦走路が
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秋空に輝いて見える。太郎山から、北の俣岳へ向かう稜線は、特に心地よい。北アルプス

の山々、だんだん遠ざかっていく薬師岳を

振り返り振り返りしながら、真っ赤なななかまど・山つつじの

中を進んでいく。そして、北の俣岳、そして黒部五郎岳と登頂

し、小屋までの長い下りに入る。黒部五郎のカールはとにかく

雄大で、上部に雪が残り。間もなくまたこの雪はそのまま厚い

雪に覆われると思う。巨大なカールの中部は秋真っ盛り、錦秋

の山である。途中、雪解けの水の流れる河原で汗を拭いて気分

を新たにし、ひたすら今日の宿「黒部五郎小屋」を目指

して歩く。小屋に着くやまたもや受付の大行列。昨日よ

りさらに混雑度が高そうである。シルバーウィークはか

つてない程の多くの人を山に引き寄せているらしい。今

日は男女別の部屋割りで、２人で１枚のふとんである。

園木リーダーだけ別室になる。人の熱気で夜は寒いどこ

ろか、暑くて寝苦しい。

３日目。今日もヘッドランプをつけ、５：０５小屋を出発。『三俣蓮華小屋で、ケーキセ

ット』を楽しみに空腹にも耐えながら、小屋に到着するが、まだ営業しておらず。仕方な

く、カップめん等で朝食を済ませ、念願の鷲羽岳を目指す。ここは急登でなかなか厳しい。

頂上では目の前に槍ヶ岳が、形よく大きな姿を見せる。次に目指すは、水晶岳。ワレモの

分岐に大きなザックをおき、サブザックで水晶岳に向かう。頂上付近は岩が多くやや緊張

する場所もあるが、とにかく人が多く、譲り合いながら登頂を果たした。ここでは、野口

五郎岳から赤牛岳へと続く山々が白く、赤く屹立し、次への意欲をかき立てられた。分岐

にもどってからは、「雲の平小屋」目指して懸命に進む。もちろん今日も大混雑は必至。

今日の夕食は、何と第４回目、７：２０～の回となり退屈しながら待ったが、メニューの

「石狩なべ」は、全員何回もお替りするほど、おいしかった。小屋は、わりと新しくきれ

いだったが、さらに前日より混んでいて、せまくて、暑くて、

朝が待ち遠しい夜だった。ただ、朝方の星空の素晴らしさは、

格別であった。

ついに最終日、今朝は一番冷え込んでいる。今日も５：０５

出発。周辺は霜で真っ白。木道は滑りやすく、大変危険である。

足元に気をつけながら祖母岳に登るころは、日の出直前で、辺

りはもうすっかり明るくなり、雲の平の様子がよく見え始めた。

徐々に霜もとけ、今日は昨日以上の晴天。雲の平からの下りは、

急で滑りやすく、大変だったが、やっと薬師沢小屋に着き、朝

食となる。その後は、青空に、紅葉が映える山々をみながら、

気分のいい木道を進む。そして、１日目・２日目に休憩をとっ

た太郎平に着く。ここでは、もうすっかり今回の山行もゴール気分で、園木さんはビール

を飲みながら小屋の人気のラーメンを、女子もラーメンやカレーを、薬師岳を目の前にみ

ながら味わった。そして最後の下山にかかり、薬師岳も徐々に小さくなり、４日間の行程
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も無事終了を迎えた。

温泉で４日間の汗を流し、絶対食べたかった富山の回転寿司を食べ、充実感いっぱいで

黒部源流の山々の縦走を終了した。とにかくシルバーウィークということで、どこも激混

みではあったが、一気に薬師岳を初めとするいくつかの３０００ｍ級のピークを踏めたこ

とは、とても幸せなことであった。

園木リーダー・大門さん・森さん、充実感のある山行

を味わわせていただき、本当にありがとうございました。
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紅葉 飯豊山周回 記 山口 裕史

 山行日     年 月     日

       山口裕 三浦 磯川

 日目山行合計  時間   分

飯豊山荘上駐車場       桧山沢吊橋       休場 峰       宝珠山       飯豊山            飯

豊山避難小屋 本山小屋 飯豊山神社泊

 日目山行合計  時間   分

泊飯豊山神社       飯豊山       駒形山 御西岳            御西岳避難小屋            大日

岳            御西岳避難小屋            御手洗 池       烏帽子岳            梅花皮岳      

      梅花皮小屋泊

 日目山行合計  時間   分

泊梅花皮小屋            北股岳       門内岳            門内小屋       扇 地神       地神

山       地神北峰       丸森峰            飯豊山荘上駐車場  

今年の 2 月西吾妻から飯豊山の雄大な姿を目の当たりにして、今年中に絶対登ろうと決め

た飯豊山。さすがに 3 日間はないときついと思い、シルバーウィークに照準を絞って計画

しました。

1 日目：夜中発で駐車場仮眠か深夜発で朝到着か悩みましたが、前日の仕事状況により少

し寝てから出発することに。8 時に登れれば 16 時には到着するだろうと軽く考えていまし

たが、あいにく小雨に見舞われ、滑りやすい登山道で緊張を強いられたため、予定通りに

コースタイムを縮めることが出来ず、本山小屋に到着したのが 17 時 30 分。受付しようと

したら管理人さんから「少なくても 16 時には到着しないと！」と一喝されてしまいました。

小屋は 30 人程入っていて既に皆さんお店を広げ満員状態。気をかけてくれた管理人さんは、

神社を宿泊場所と勧めてくださいま

した。神社は畳でとてもゆとりのあ

るスペース、管理人さんの知人が先

客でしたが、広く使わせていただき

ました。

そして、10 時近くまで管理人さんと

その知人の方と酒を酌み交わしなが

ら話が出来たのが楽しいひとときに

なりました。
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2 日目：天気予報を信じて起きるも外はガスの中。予定通りに出発するも飯豊山山頂はす

ぐ近くで昨日と同じ景色です。御西小屋までの稜線歩きは景色がよければとてもキレイな

のでしょうが、草紅葉とガスの単調な時間になってしまいました。何度も晴れろ晴れろと

念じながら大日岳にいくも見えるは道標だけ。ちょっと残念すぎる結果でした。御西小屋

の管理人さんに聞いたら午後には晴れるだろうということで、小屋で若干長めの休憩をと

ってから、烏帽子岳に向かいます。

すると 13 時過ぎたあたりで、突如ガスが切れ始め一瞬山が広がります。紅葉と黄葉の広が

る景色が素晴らしい。その後も徐々にガスが切れる頻度が多くなり烏帽子岳に到着する頃

には本格的に晴れてきました。やはり晴れた稜線歩きは最高です。

カイラギ小屋にはゆとりを持ってきましたが、既に半分が埋まってました。今回はギリギ

リで 3 箇所続きの場所をとることが出来ましたが、宿泊者は 65 名と定員以上でスペース外

のところも満員でした。こ

んな窮屈な小屋泊は、丹沢

の蛭ヶ岳山荘以来でしょ

うか。あいにくビールも売

り切れでしたが、冷たい沢

水が取れるので持参した

焼酎水割りがとても旨か

ったです。普段テント泊な

ので5時半就寝はなかなか

寝付けずきついものがありました。翌日管理人さんに聞いたら、テント含めると 100 人以

上が宿泊して、シーズン最高だったそうです。

3 日目：夜は満点の星空、早朝は朝焼けがきれいで登り始めから最高のコンディションに

恵まれました。北俣岳から門内岳、地神岳までは、比較的歩きやすく紅葉を愛でならが素

晴らしいルートです。その先に見えるエブリサシ岳へと続く尾根がまた魅力的で、歩いて

やりたいところでしたが、今回は時間的に厳しいので諦めることに。前日門内小屋まで来

ていればとちょっと悔やみますが、山は逃げませんから次の楽しみに取っておきましょう。

秋色に染まった飯豊山、多くの花の残骸があり、夏の御花畑にも歩きたくなりました。飯

豊本山、大日岳で展望がなかったので、飯豊鉱泉からのテント泊。あとは石転び雪渓から

の登りと、エブリサシ岳の登頂。良い山はいろんなルート、季節から登りたくなります。
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羊蹄山

記：森 律子

日 時 2015 年９月１９日～２２日

メンバー L石井（美）、石井（文）、染谷、小野寺、兼堀（善）、森（律）

コース 9/19 草加 5:52→羽田 8:20→千歳 9:55→レンタルコテージエコプラス 15:00

9/20 コテージ 10:00→神仙沼入り口 10:33→神仙沼 10:56→長沼 11:30→15:30

五色温泉

9/21 羊蹄山登山口（真狩コース）5:30→九合目 10:04→山頂分岐 10:36→山頂

11:30→避難小屋 12:44→16:00 下山口

9/22 ニッカウヰスキー余市蒸留所、小樽市観光→千歳 16:20→羽田 17:50

山の会に入ってから、ふと思い

立ち、その年の干支の山に登ろう

と竜が岳、蛇骨岳、白馬岳に登り

今年は・・はるばる来たぜぃ北海

道！

しかも人生初めての北海道、空港

を。降りると、海鮮物やメロンに

おいしそう！「いっぱい美味しい

もの食べるぞ！」とその日の宿泊

先のコテージに到着しました。

あいにく備え付けの調理器具が小さいので、簡単な惣菜をスーパーで調達して夕食にしま

した。翌日の天気は思わしくないので、いっぱい飲んでゆっくり起床。神仙沼からチセヌ

プリ山に行く予定が沼まで来たところであいにくの雨模様・・そのまま沼をみて五色温泉

へ途中、札幌ラーメンを食べてから移動しました。

ちょっと早くついたのでリーダーの許可をもらってイワオヌプリへ「サクッ」と登ってみ

ました。この山がまた面白くお鉢巡りをすると、砂の色が白～赤～茶～黒と変化しました。

ガスが出ていて視界も悪いので、破線ルートの山頂には行かず山頂の標識で下山。お隣に

は 300 名山のニセコアンヌプリがありこちらも歩いてみたい山になりました。

メインイベントの羊蹄山を翌日に控え、アルコールも控え早々に就寝。4 時に起床して登

山口へ樹林帯の中、1 合目から 4 合目まではなだらかな道を歩きそこを過ぎるとジグザグ

な急登、雲が引っかかっていて視界はスッキリ見えないけど雲の合間には美しい真狩村の

畑が見えます。山頂へは右周りの方が早いのですが、ガレているので左周りで山頂へガス

が出ていて景色は楽しむことはできませんでしたが、「今年の干支の山コンプリート完

了！！」

翌日はニッカウヰスキーの工場見学や小樽の町を観光し帰路につきました。

初めての北海道では美味しく楽しい山行になりました。

石井リーダをはじめメンバーのみなさんには、色々お世話になりありがとうございました。
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絶景の金峰山

記：宮地 敬介

■ 日 程 平成 27 年 9 月 20 日，21 日

■ 場 所 金峰山(2595m) 長野県南佐久郡川上村、山梨県甲府市

■メンバー L浅井照光，平野祥子，新島和子，杉山清美，澁谷久美子，畑野仁美，畑野

順二，宮地敬介

■ 歩 程 9/20 4:45 セブンイレブン川口新郷店＝首都高＝中央道後松原団地西口＝

9:30瑞牆山荘Ｐ･･･10:25 富士見小屋･･･11:30 大日小屋･･･15:00 五丈

岩･･･15:30 金峰山山頂･･･16:00 金峰山小屋

9/21 6:30 金峰山小屋･･･7:00 金峰山山頂･･･10：00 大日小屋･･･11：00 富

士見小屋･･･11:52瑞牆山荘Ｐ＝増富温泉＝松原団地西口

今年は近年稀にみる超大型連休で、出発が初日の土曜日ということもあり、出発を当初

の予定の 5:30 から 1h 程早め 4:45 としたため、車によるピックアップ方式の出発となった

が、果たして、この早めの出発が、その後に発生した交通渋滞による遅延を吸収し、ゆと

りある山行に繋げることができるとは、初心者の私にとって、驚きの先見性であった。

一方、恵まれた天候であったため、瑞牆山荘の駐車場はすでに満車、やむなく路上駐車

となる。私にとっては久々の山行、入念な準備体操を行い 9:30 いざ出発。登山口から緩や

かな登りを経て、小一時間で富士見小屋へ到着。ここには美味しい水場がある。この湧水

の冷たさは痛みを感じるほどで、5秒と触れられない。ここ富士見小屋の料理はこの湧水

のお蔭か美味しいという評であるが、やっと体が温まってきたばかり、後ろ髪を引かれる

思いでスルー、大日小屋へ歩を進める。気持ちの良い林道を、ほぼコースレコード通りに

歩くことができ、昼前には大日小屋へ到着。そこから少しのぼった大日岩の脇で早めの昼

食をとる。他のパーティが大日岩へ登っており、

その楽しそうな雰囲気に思わず登りたくなった

が、楽しみは帰りに取っておくことにして先を急

いだ。林道の木漏れ陽の中を汗をにじませながら

進むこと 1時間、登山道は林道から抜けると、ご

つごつした岩の多い登山道へ続いていた。この辺

は這松、米栂、石楠花などの低木が道を飾る。

ふと見上げると金峰山のシンボル五丈岩が見え

てくる。砂払ノ頭で眺望を楽しんだ後、最後の登

りへ、大小の石や岩でバランスを崩しながらも、

そのイレギュラーを楽しみつつ、また色づき始め

た低木や山野草に励まされ、15時に五丈岩へ到着。

岩の正面に立つと、大自然が作り出したこの神岩

に圧倒され、感動すら感じる。
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この感動を胸に山頂へ、ここから山頂は目と鼻の先、

ほどなく山頂岩へ到着。ここで記念撮影をし、這松

と石楠花の岩道を金峰山小屋へ下山。

金峰山小屋の食事は豪華で今日のエネルギーの補

充と明日への活力を充填するに十分な質･量･味であ

った。翌日のご来光を期待し、早めに就寝したが、未

明にガスがかかり星も月も雲の上で休息を取ってい

た様で、期待した満天の星空も、金色のご来光も次回

のお楽しみとなった。気を取り直しつつも、次の衝撃

は小屋の朝食（粥）である。私は元来粥なるものを食

事として認めがたく、特に朝食は、顎を動かしてなん

ぼの感覚である。

ところが、ここの粥はトッピングが豊富で、トッピ

ングで顎を動かせば朝食機構の条件は満たされる。さ

らに味が濃く、まさにトッピングを粥で優柔にする。

そう考えると苦手な粥も美味しく頂けた。

朝食に満足し、小屋を後にする頃は、まだガスが

掛っており眺望は期待できなかったが、浅井リーダ

の勧めもあり、朝の金峰山に臨むべく、再度頂上へ

赴くこととした。

この試みは見事に成功、頂上までの約 30 分で

山頂は見事に晴れ渡り南方向に富士山、西方向

に八ヶ岳左方向には鋸山、甲斐駒ケ岳、仙丈岳、

北岳、奥には木曽駒ケ岳、更にその向こうには

乗鞍、御岳までその姿を確認できた。この眺望

は筆舌に尽くし難く、是非朝の金峰山山頂へ訪

れて頂きたい。もう少し感動に浸りたいという

思いに駆られつつも下山。多くの登山者とすれ

違う。下山は早い。もったいないくらい早い。

途中、往きにやり残した大日岩での岩頂へチャ

レンジ。途中まではなんとか登ることができたが、

今一歩のところで足場が上手く見つからず断念。

それでも大日岩の蓄熱にやさしい温かさを感じることができた。

11 時には富士見小屋、12 時前には瑞牆山荘へ到着。増富温泉で汗を流し、一路草加へ、

帰りはすでにＵターン渋滞が始まっていたが浅井さん、畑野さんの頑張りで 21 時には自宅

へ戻ることができた。 浅井さん、畑野さん運転ご苦労様でした。澁谷さん、杉山さん

楽しいお話ありがとうございました。平野さん、新島さん大日岩へ一緒にチャレンジ頂き

ありがとうございました。今度は石楠花の時期に訪れたいと思います。
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錦秋 乗鞍岳     報告

 山行日     年 月     日

 実行委員  山口裕 石井文 新島 参加合計   名

        

 日目  時間   分 肩 小屋口            肩 小屋            蚕玉岳      乗鞍岳

            蚕玉岳      肩 小屋      畳平白雲荘

 日目  時間   分 三本滝               三本滝      鈴蘭橋      善五郎 滝

                    湯   館

今回のバスハイクは実行委員の石井文子さん、新島さん及び各班のサブリーダーに一言い

ただきました。

サブリーダー：山崎寧子さん

壮大な自然と山々が織り成す紅葉は素晴

らしく、先輩方々の楽しい会話に盛り上

がり！

帰りのバスでは飲み過ぎで、記憶は途切

れ途切れ・・・。

楽しかったです。皆様ありがとうござい

ました。
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サブリーダー：兼堀恵美子さん

乗鞍は 2 回目で、前回は山頂まで行けな

かったので楽しみでした。

コースもよかったので楽しく登る事がで

きました。紅葉も素晴らしかったです。

二日目のハイキングも変化に富んだコー

スを班ごとに抜きつ抜かれつ楽しく歩け

ました。

最後の湯けむり館で疲れを取りバスの中

では大宴会・・・楽しい二日間でした。

実行委員の皆様お疲れ様でした。

サブリーダー：星野 孝子さん

サブリーダーとしては何もできませんで

したが、皆さんとの楽しい会話と素晴ら

しい景色を満喫することができました。

宿泊場所が高地であることを忘れて飲み

すぎて、夜は頭痛のために眠れないとい

う事態になってしまいました。次回以降

は要注意です(汗)

実行委員：新島和子さん

今年のバスハイクは皆さんいかがでした

か？新人の方も含めて３６名の方が参加

されて、紅葉も例年より早くちょうど見

頃を迎え、そして何よりも全員ケガもな

く山を楽しめたことが良かったのではな

いでしょうか。

実行委員長の山口裕さん、山口敏夫さん、

石井文子さんと一緒に実行委員ができた

ことに感謝しています。至らぬところは

沢山あったとは思いますが今後のバスハ

イクに少しでも役にたてたらと思います。

実行委員：石井文子さん

準備の段階では４０名以上参加するだろうという計算でしたが、参加者３６名となり、予

算を削り、差し入れをお願いし、風呂も各自負担としたりして、当日を迎えました。

私は、班編成と、部屋割り、帰りのバスの司会、ゲーム景品係りを担当しました。
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皆さん喜んでくれたかはわかりませんが、天気は晴天、みんな乗鞍岳頂上を踏み、北アル

プスの景色を眺め、次の日の行程は色々あったけど、無事草加に帰ってきたので良かった

のかなと、自分では思っています。

忙しかったのは、バス交渉や、山小屋との連絡、コースの設定をした山口さんや会計の新

島さんではなかったでしょうか、二人ともよく動いて楽しい実行委員が出来ました。有難

うございました。

実行委員長 山口裕史

乗鞍バスハイクに際しては、全員が歩け、且つ十分満足感があり、いろいろな趣向で楽し

める山行にすべく異例の下見をいたしました。下見で得た情報と参加メンバーのご意見は、

今回の行程に十分生きました。参加してくださった山口敏さん、石井文さん、新島さん、

畑野さん、鎌形さん、宮地さんには、御礼申し上げます。

乗鞍岳はバスで山頂直下まで行けるとはいえ標高 3,000m を越える高山です。年齢も様々な

会員が半数以上の３６名も参加してくださり、全員が無事に乗鞍岳山頂へ立ち、全員で記

念写真が撮れたことは実行委員長としては本当に嬉しいことです。当日は晴天とはいきま

せんでしたが、錦秋の乗鞍岳には個人的も感動し、毎年訪れたい山になりそうです。皆さ

まありがとうございました。

そして、実行委員の石井文子さん、新島さんのお二方が、私が気づかない様々部分もサポ

ートしてくれたのが、バスハイク成功の秘訣でした。まだまだいろいろと学ぶところが多

くあり、実行委員を一緒に出来てよかったです。重ねて御礼申し上げます。

そして参加してくださった皆様へ。至らぬところもあったと思いますが、温かい目で見て

いただきありがとうございました。
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今後の実行委員の方の参考になるように反省会で挙げられたことと私が感じたことを記載

します。

・当日の計画は、例会にて資料を配布し説明、及びメール配信したが、メールをお持ちで

ない会員に対して山口が送った携帯メールで集合時間を間違えてしまった。これにより出

発時間が遅くなってしまった。

→今後は例会に参加できず、メールをお持ちでない人には、事前にしおりを郵送してでも

渡しておいたほうが良いと思う。

・２日目の乗鞍高原ハイクで座坊庵から湯けむり館に行く途中、実行委員の山口及び１班

リーダーの石井会長が他班との連携のため班を離れた。その直後、１班及び４班が計画ル

ートを変更して歩いたところ、道間違いをしてしまった。

→何らかの怪我・病気がない限りは予定通りに歩いて欲しい。もし変更する場合は、分岐

ではルートの確認をすること。特に今回のハイキング概要では乗っていない道だったので、

別で地図がない限りはルート間違いを起こし易い。リーダーは班を離れてはいけない。何

かあれば電話連絡する。そもそもコースがつまらなかったかとの反省もあります。

・宿泊先との予約内容の相違があった。

→予約段階では、電話連絡と必ずメール連絡を平行していたが、会員キャンセルが何回か

あり情報が錯綜してしまった。一応メール連絡を必ず行い履歴を残すようにしていたのと、

オーナーさんが良い人だったので了承してくださった。宿の予約は細心の注意を払うこと。

・しおりがＡ５サイズでは小さくて読みづらい。

→持ち運びの観点から従来からこのサイズだったが読みづらいとの指摘を受けたので、次

回以降は持ち運びよりも文字の大きさを優先して作成すべき。

以上、来年以降の会員バスハイク実行委員の方には、このことを糧に改善していただけれ

ばと思います。次年度以降のバスハイクは１日の行程が４～５時間を目処に選定していた

だくのが、良いと感じましたが、可能であれば秋の栗駒山行きたいですね。次の実行委員

になる方には、惜しみないサポートをさせていただきます。最後に今回の収支報告を記載

します。
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■前書き

今回の札幌近郊の 4 座登山は（樽前岳、余市岳、札幌岳、風不死岳）3 泊 4 日のレンタカ

ー付のパックツアーで、観光も入れながら楽しんでこようという企画であった。4 座目の

風不死岳は台風接近で断念したが、樽前、余市、札幌岳は天候にも恵まれ、北海道の秋を

紅葉の山登り、観光、美味しい焼きたらば、など十分に楽しんだ。

1 日目 樽前岳（1022ｍ）

記 山本理郎

■日時 平成 26 年 10 月 5 日

■メンバー Ｌ＝山本、小宮、阿部、下川、黒沢、小野寺、千葉、新庄

■行程 松原団地 4：10………成田…新千歳…樽前登山口 10：40……外輪山分岐

12：10………西山 13：20………北外輪山 14：10………アパホテル 16：10

松原を朝立ちして、千歳空港に 9：15 に着き、

レンタカーを借り、途中コンビニで昼食を仕

入れ、樽前岳 7 合目ヒュッテまで直行。10：

40 には登山準備が完了した。支笏湖を眼下に

収める樽前岳は中央に今も激しく水蒸気を噴

き上げる溶岩ドームを持つ活火山で、山頂の

標高は 1041ｍであるが、山頂へは入山禁止で

ある。7 合目から外輪山の鞍部まではよく整備

された登山道で約 50 分。振り返ると支笏湖が

輝いていた。一部の木々は色付いていたが、紅葉の最盛期にはまだ時間がありそうだ、遠

くは北海道の原野が眼下に広がり、その先に苫

小牧の街が望めた。鞍部まで来ると火山特有の

地形となり、木々が一本もない荒れた風景に変

わる。また目の前に溶岩ドームが聳え、水蒸気

を盛んに噴き上げていた。鞍部は外輪山一周の

丁字路になっており、右 10 分の最高峰（東山）

は帰路に登る予定で、左に折れ西山に向かう。

ＭＡＰでは道迷い注意が２か所もあるが、今日

は雲が多いが、全山が見渡せ、風もなく快適な

外輪山めぐりであった。

西山へは元気な女性３人が登り、残り５人は朝からの強行軍のお疲れで西山はパスと決め

込んだ。お花畑の印のある北外輪山に着いてみると、登山口である 7 合目ヒュッテへの近

道が見つかり、外輪山一周コースの東山への登り返しをあきらめ、またまたパスして下山

することに決める。

今日から 3 日間、藻岩山近くの、アパホテルリゾート札幌というホテルに宿泊する。温泉

ではないが、大浴場もあり、朝食のバイキングも美味しく、リラックスできた。初日でも

あり、夕食はホテルのバイキングで済ませた。明日は、キロロリゾートの余市岳だ。頑張
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ろう！

２日目 余市岳（1488ｍ）

記 阿部芳夫

■日時 平成 26 年 10 月 6 日

■メンバー Ｌ＝山本、小宮、下川、黒沢、小野寺、千葉、新庄、阿部

■コースタイム ホテル 8：25 出発＝＝キロロゴンドラ駅 10：15 着＝＝ゴンドラ山頂駅

10：40 発＝＝旧登山道分岐 11：32＝＝定山渓分岐 11：50＝＝余

市岳山 頂 12：50～13：15＝＝ゴンドラ駅 15：15 着＝駐車場 15：40

レンタカーで「すすきの」に向かう

北海道・山の旅二日目は余市岳だ、天気も朝のうちはあまり良くなかったがだんだんと

良くなりそうだ、快適な山行になるだろう。全員レンタカーに乗り込みキロロゴンドラ駅

に向かう、駅に着いた頃には天気も完全に晴れて山行日よりだ。良かった。ゴンドラ降り

て歩き始めると「ささやぶ」の登山道だ、歩いていると軽い霜が降りている、やはり夜は

相当寒そうだ。この辺はほとんど軽い登りと平坦な道でハイキング気分だ。ただ周りは背

の高い笹薮で廻りが見えない、余計に圧迫感がある。それでもみんなで声を掛け合い熊に

気を付けながら歩いた。その内登山道

はあっちこっちで泥んこ道になって

きた。水たまりに入らないように気を

付けて進む。途中大木が横たわってい

て上の方に巻道になっている、通り過

ぎて現場を見ると、何も巻道しなくて

も大木の下を気を付けてもぐって来

れば大丈夫なようだ、下りはもぐって

降りようと思った。その先も笹薮のあ

まり展望のない道を進んでいく、一時間以上進んでもまだ笹薮であまり展望はなく頂上も

良く見えない、ただ道はまだあまり登りにはならない、

ほとんど平坦な道だ。道は悪いが歩くには楽だ。そうこうしている内にようやく余市岳の

こんもりした山が見えてきた。遠くで

見ただけではあまり険しい山には見え

ない、案外楽に登れるだろうとタカを

くくって登った。しかしいざ登りに入

ると「ささやぶ」は相変わらず背丈以

上に高いし道は登りの上にぐちゃぐち

ゃ道だ。これは見た目以上に大変な山

だ。皆、気持ちを入れ替えてとにかく

登る。その内脇の方が白くなっている

雪だ、やはり 2～3 日前に雪が降ったみ
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たいだ。あっちこっちに少しではあるが白くなっている、そのせいで道もよけいにどろど

ろだ、靴には泥がへばりついてすごく重い、なかなか歩くのが大変だ。誰かが「この泥ん

このダンゴになった重い靴の事を原稿に良く書いてよ」と、言っている、本当にそうだと

思った。その内石ころのガレ場もある、本当に見た目より大変な山だ。それでも背の高い

「ささやぶ」があり廻りは良く見えない、しかし振り返ると遠くの山は良く見える。気を

取り直して頑張って登る。ついに「ささやぶ」を抜け開けた所に出た。頂上だと思いほっ

とした、しかし先客の人たちが「三角点のある頂上は三百メートル位先のあそこだよ」と

言ってくれた。がっくりきたけど先は平らな道だ、向こうも、こことほとんど同じ高さ位

だ。これなら楽に行けそうだよかった。あっと言う間に三角点のある頂上に着いた。ここ

は展望は良い３６０度良く見える、特に「羊蹄山」は良く見えた。富士山のようにかっこ

良くきれいに見える、ようやく心も洗われた感じがするよかった。頂上では三角点にタッ

チしてから写真撮ったり食事したりして少し休憩をとり下山に入った。

下りはぬかるんだ道とガレ場の泥んこ道で転ばないように皆気を付けてひたすら下った。

下りは「ささやぶ」の中でも登山道の間から向こうの山が良く見える。上から見ると「さ

さやぶ」も芝生のようできれいでらくそうに見える。皆滑らないようにひたすら気を付け

て降りた。ようやくゴンドラ駅に着く、駅の外で靴を洗おうと思ったが今夜の夕食の店、

すすきのにあるジンギスカン「だるま」に行く時間も迫っているため急いでゴンドラに乗

り下山する。あとは又レンタカーに乗りひたすら「ジンギスカンだるま」に向かう。「だる

ま」では客がいっぱいだったが少し待って

中に入り、ジンギスカンを食べ酒を飲んで

店を出た。帰路はお酒を飲まない下川さん

とお茶で我慢してもらった小野寺さんに

運転をお願いして、藻岩山展望台寄り道し

て、見事な夜景を見物してホテルに帰る。

ホテルの部屋でも又飲み直して満足し明

日の札幌岳の予想しながらベットに入っ

た。

「だるま」店内 ラムの厚切りは美味

藻岩山からの札幌市内夜景
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3 日目 札幌岳（1293ｍ）

記 小野寺英子

■日時 平成 26 年 10 月 7 日

■メンバー Ｌ＝山本、阿部、黒沢、千葉、新庄、小野寺

■コースタイム アパホテル 7：50…冷水登山口 8：20…林道 9：20…冷水小屋 10：30…

山頂 12：20～12：35…冷水小屋 14：10…林道 14：50…冷水登山口

15：30…アパホテル 16：40

北海道山行も今日で３日目、朝から最高の天気です。

ホテルで美味しい朝食を済ませての出発。定山渓を過ぎ、豊平峡ダムの手前に有る、札幌

岳への冷水登山口に着いた。

すでに何台かの車が入っていた。

沢沿いに木橋や丸太橋を数回渡

り、木漏れ日の中、緩やかに登

る。一時間ほどで林道を横切る。

尚も緩やかな登りが冷水小屋ま

で続いた。ゴーと溢れる様な水

量の水場だが、北海道の水は飲

めない！

小屋からは急登が始まり、足元

は時折ぬかるんで、石がゴロゴ

ロしてる中を進む、空は限りなく晴れ渡り、気持ちが良い。急登が終わり、緩やかにトラ

バース気味に…中々、山頂らしきのが見えて来ない。廻り込んで平らな場所に出た。大き

な笹の中をしばらく歩いて、やっと山らしいのが見えた。下山中の人に聞いたら、「山頂は

まだ見えませんよ、もっと先ですよ」にガッカリ、それでもめげずに急登を登っていたら、

急にポッカリと現れた山頂！！羊蹄山が目の前にきれいに見えてる。１０日前にも登った

山だけに又々，大感激！360°の展望

に大満足！山頂は意外と狭く、記念写

真を撮り、山頂を後にした。下山は足

元も悪く、膝に痛みをかかえた高齢者

集団は、怪我だけはしないように、冷

水小屋までの急な下りを緊張して下

りた。途中、小さなシマリスが一匹、

目の前の登山道でお食事中、可愛かっ

た！！私には今回、唯一お会いした動

物でした。登山口に着いた時には皆、

靴はドロドロで触れない状態でした。

観光組の小宮さん・下川さんが駐車場で待って居て呉れて、一路ホテルに戻りました。

今夜はホテル内の素敵なお店で、豪華な夕食となりました。美味しかったで～す。
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山行余話

記 小宮将光

北海道旅行が航空券、ホテル 3 泊、レンタカー付で 30,850 円、これは安いと決行すること

になりました。ところが山本さんの計画では 4 日間で 4 山制覇とのこと、小生「それは無

いよ」とクレームをつけたが聞き入れられず、松原団地を 4 時に出発、成田空港へ。新千

歳に着くやいなや「樽前山」へ

そして翌日は「余市岳」………もうこれ以上は無理と 3日目「札幌岳」4 日目「風不死岳」

はキャンセル。3 日目 下川さんと洞爺湖観光と決め、皆さんを登山口まで送り、昭和新

山等を廻る。帰路、山の上に聳えるウインザーホテルを見てみようとなってホテルへ、分

厚い絨毯を踏んでロビーで一杯 1000 円のコーヒーを飲み館内散策、さすが世界のビップを

集められることだけあり全館豪華、只々感激しながら早々退散！！

さて 4 日目前日午後から風雨が強まり山行は無理、それどころか帰路の航空便が各社とも

欠航続出、山本さんネットや電話で情報集めを行うが、連絡つかず、やむを得ず直接空港

へ行き窓口で確認することにして新千歳へ、バニラエアーの窓口ボードは午前中の便はす

べて欠航、最終便とその前の 2 便が天候調査の表示あり

係員によれば「欠航の可能性大であるが出発 90 分前にならなければ飛ぶかどうか結論が出

ない」とのこと、仮に欠航となった場合代替便はどうなるのか？

係員いわく「明日の便はすべて満席、明後日の最終便に若干の空席あり」とのこと、さて

どうする？

千葉さんの娘さんがネットで調べたところ、千歳市内のホテルは満室、28ｋｍ先にビジネ

スホテルの空室ありとのこと、泊まるところもない以上空港で寝る覚悟で最終便のフライ

トを待つことにした。ところが朗報「最終便は条件つきながら出発」となり、ほぼ予定通

り成田着。まったく疲れ切った山行であった。山本さんビールも飲まず、情報集め、大変

ご苦労でした、感謝！！

これもまた思い出深い山旅でしょうか………（小宮記）
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谷川岳 天神尾根
記：中川 みさえ

10/7(水) L.浅井ゆ、星野、山﨑や、中川

草加 5:30=天神平出発 8:25-肩の小屋 10:25-11:30(昼食)-谷川山頂 12:00-天神平 14:20

谷川岳にお試し山行へ行った中川です。

午前 5 時半に松原団地を出発。8時に天神平ロープウェイに到着。

青い空と白い雲のコントラストがとても美しい。

紅葉は少し始まりかけていた。

ロープウェイから見える紅葉は美しかった。

岩の多い急傾斜を登り山小屋へ。

冷たいミストを含んだ風が強くてとても寒かった。

小屋の中で食べた温かいカップ麺とコーヒーは最高でした。

その後トマの山頂へ。

山頂はガスがかかり展望はなく、冷たい風が強い。

帰りは休む事なく、安全を第一にゆっくりと降りた。

岩肌の上の登り降りは怖かったが、楽しく充実感で一杯だった。
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両神山八丁尾根

記：嶋田 博久

◆山行日：２０１５年１０月７日

◆メンバー：L 山口裕、嶋田、会員外１名

◆コースタイム: 7 時間 25 分 (休憩 2 時間 40 分含）

八丁トンネル登山口 8:15→八丁峠 9:02→9:44 行蔵峠 9:45→9:52 西岳 10:17→10:26 龍頭

神社奥宮 10:36→11:03 東岳 11:08→11:22 前東岳の岩場→11:40 両神山 12:50→13:04 前東

岳の岩場 13:05→13:22 東岳 13:29→13:54 龍頭神社奥宮 14:04→14:13 西岳 14:27→14:31

行蔵峠 14:38→15:05 八丁峠 15:34 八丁トンネル登山口 15:40

行って参りました‼念願八丁尾根ルートを快晴の中、山口リーダー同行の下最高級に楽し

んで来ました‼

前日からドキドキとワクワクで寝れず、登山口迄の道中から見た八丁尾根の稜線にさらに

ビビって緊張がピークへ、気持ちを切り替え『よし！行くぞ』いざ登山道へ

数分で第一鎖場、心の準備もままならず一歩一手を慎重

に、岩トレの経験を思い出しながら数々の鎖場をリア！

思ってたより順調に登り安心したのも束の間、経験のな

い岩場の細尾根トラバースが目の前に!『マジか？』選

らんだ方法、ビビって四足歩行へ何とも無様なお姿をお

見せしてしまいました(笑)

始風が強かったですが、お陰で富士

山･八ヶ岳･憧れの槍穂に大キレット

まで一望できる大絶景と彩られた山

の大自然に感謝して見とれてしまい

ました。絶景を楽しんだ後の同じルー

ト下山『鎖を楽しもう』『でも怖い～』『まだ帰りたくな～い』と複雑は心境で帰りの登山

道を楽しみました‼

山口リーダーありがとうございました！これから知識に技術に体力付けて頑張ります。

草加山の会でお世話になれる事に感謝致します。今後共に宜しくお願い致します。
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雨飾山        高妻山       

記：兼堀 善和

◆ 日 時：２０１５年１０月１０日～１２日

◆ メンバー：Ｌ森（律）、新島、山崎（寧）、山崎（正）、兼堀（善）、森（花）、浅井（昭）、

宮地

◆ コース：１日目 10:30 雨飾キャンプ場 10:47 出発～13:45 笹平～14:25 山頂 14:35

～15:00 笹平～17:30 キャンプ場

１日目戸隠まで行きキャンプ設営予定であったが、２日目の天気予報雨予想で急遽

到着時間を見て雨飾山チャレンジに決め、雨飾キャンプ場に向かう。予定時刻より早く

１０時半過ぎに到着早々テント張ったが、車の数が多いこと何人山に入っているのだろう

か、流石人気の山だと思い下山する人数をかぞえることにした、沢で多くの人が休んでい

たがその人たちも入れてなんと「４２８名」と擦れ違った、反対に降りた人もいろと思う

ので５００名以上の人が今日登っ

たか、すごい・・・

さて雨飾山紅葉真っ盛りで黄色・赤

色・緑色と目に鮮やか絨毯模様、予

定変更して晴れの日に来てよかっ

た。私達のグループがり登山者の最

後で会う人会う人にこれから

登るの大丈夫と心配して声を掛け

られ、ハシゴでかなり混んでい

ると言われて登って行ったが、

遅い時間でスムーズにハシゴも

登れ山頂に、時間が心配で早々

下山結局明るいうちの１７時半

にキャンプ場に到着できた。

楽しいメンバーとこれからさあ

酒盛りだ・・・
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雨飾山        高妻山       

記：森 律子

◆ 日 時：２０１５年１０月１０日～１２日

◆ メンバー：Ｌ森（律）、新島、山崎（寧）、山崎（正）、兼堀（善）、森（花）、浅井（昭）、

宮地

◆ コース：３日目 5:30 戸隠キャンプ場駐車場→7:00 氷清水→8:40 五地蔵山→10:40 高

妻山→11:10 五地蔵山→14:30 戸隠牧場

最終日はきっと晴れるはず！と今回の山行で一番厳しい高妻山にしましたが、視界は良好

で紅葉も綺麗で気持ちの

いい登山になりました。

登りは、牧場からクサリ

場を超え一不動避難小屋

からのコースをとりまし

たが、五地蔵山からの登

山コースもあることが分

かり帰りはこちらのルー

トを使ってげざんしまし

た。

急坂をくだりますが、ク

サリや岩もなく整備されたてみたいで、道標もありなかなか歩きやすかったです。

きっと今後はこちらのコースが主流になりそうです
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秋の善光寺
記：宮地 敬介

■ 日 程 平成 27 年 10 月 10 日～10 月 12 日

■ 場 所 善光寺(644 年建立) 長野県長野市元善町

■ メンバー L森律子，SL 浅井昭光，兼堀善和，新島和子，森花江，山崎正夫，山崎寧子，

宮地敬介

■ 歩 程

２日目 雨飾山(ベースキャンプ)9:30･･･11:00 善光寺 11:30･･･12:30 戸隠キャンプ

場(ベースキャンプ)13:00 ･･･13:00 岳(昼食) ･･･買出・風呂･･･戸隠キャン

プ場

朝の雨音で目が覚めた２日めの朝は、雨が降ったりやんだりのはっきりしない天気。それ

でも雨の合間を縫ってテントを片づけ、昨日登った雨飾山を見上げると、朝靄包まれた紅

葉の山が幻想的で美しい。

天気予報通りの空の機嫌に諦めをつけ、この日は善光寺参りに切り替えた。

ところが秋の三連休の中日ということも有

り、駐車場付近は大混雑。それでも１１時に

は駐車場に車を止め、いざ善光寺へ。境内は

観光者も多いが、七五三の参拝者も多く、こ

こにきて混雑の理由が理解できた。因みに善

光寺は無宗派で仏教伝来のころの建立、現在

は天台宗と浄土宗が運営にあたっているそ

うで、院内は密教っぽい装飾が散見された。

また善光寺の名前は本尊を守った本田善光

の名に由来するとのこと。折角なので寺院内

を回ったが、あまりの混雑で人酔いしそうで

あり、山行の安全を祈念しただけとなった。

時間も昼近くなり、ようやく空の機嫌も回復

して来たため、昨日雨から守ってくれたテン

トを乾かすべく二日目のテントサイトの戸

隠牧場へ出発。

戸隠は蕎麦どころ、目的地へ向かう道筋美味

しそうな蕎麦屋が軒を連ねており、後ろ髪を

引かれつつも、今夜もお世話になるテントを

乾かすべく先を急いだ。

周りの紅葉にしてはたいした渋滞もな

く、昼過ぎにキャンプ場へ到着。早々にテント作業を開始したが濡れたテントが痛々しく、

今夜の宿が期待できないほどの状態。まあそれでもとテントを組み立て、太陽の恵みを期
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待しつつ、登山口にある岳という蕎麦屋で念願の信州そばを頂く。因みにこの時期は新そ

ばであり、蕎麦つゆをつけずに 2、3 本食すと甘皮の緑がほのかに香る。ところがそれ以上

に美味しく感じたのがリンゴの天ぷらである。爽やかさが口いっぱいに広がり超新鮮。こ

こにきて信州の新たなグルメを知ることができた。

その後、夕食の肴を買い出し、神告げ温泉で汗を流し、テントサイトへ戻ると、けなげに

もテントはほぼ乾燥しており、頼もしい宿の提供を約束してくれていた。

この日の夕食は昨日信州で購入したリンゴから始まり、肴のオンパレード。シメに食べる

はずのカレーが満腹の為、ライス抜きのカレーシチューとなり、ライスは各自おにぎり作

りを楽しんだ。このおにぎり作りは妙案で、作る時も食べる時も楽しめた。明日は高妻山

にアタックである。後は夕食の途中で降り出した雨の回復を待つだけであるが、テント内

は楽しい雰囲気の中２日目の夜は更けていった。

遅くなりましたが、朝夕のおいしい食事の準備をして頂いた女性の皆様に感謝をこめて、

気持ちだけで恐縮ですか、お礼を申し上げます。ありがとうございました。大変美味しゅ

うございました。
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北陸百名山 白山 荒島岳

記 山口 裕史

 山行日     年  月     日

       山口裕 三浦

        

 日目 白山山行合計  時間   分 休憩  時間   分 

別当出合      黒  岩          白山室堂          御前峰 御池巡       白山室堂       南

竜道      別当出合

荒島岳、白山と北越の山を登る予定でしたが、2日目の天気予報が芳しくなかったので、

急遽 1日目白山、2日目荒島岳に予定を変更して出発しました。そのおかげで、交通情報

の収集不足となり、白山北側にあるホワイトロードが時間により通行できないのを知らな

かった致命的なミスを犯してしまいました。頑張って挽回しましたが、結局 2人で夜通し

走ってギリギリ 5時過ぎに到着。何とか取り付けてよかったです。

白山は別当出合 1260m から既

に色とりどり織り成す紅葉で

すが、大体 2000m 以上になる

と葉が落ちて笹の緑と、草紅葉

の黄色が織り成す景色を楽し

めました。弥陀ヶ原から見る白

山、木道が延びている山の景色

が凄く良かった。

室堂から山頂はかなり冷たい

風が強く吹いていて、既に晩秋から初冬に変わりつつある。山頂ではエビの尻尾状の氷が

張り、冷たい風のおかげで展望は最高だ。槍穂を中心に北のほうまで北アルプスが一望で

きる。お池めぐりで歩いたコース上での多数ある池は、御嶽で見た五池にも劣らない景色

だった。

室堂からエコーラインを降りるときに見事なのが別山の稜線。その雄大さには食指を動か

ざる得ない。今回はとりあえずピークハントで日帰りしたが、別山コース、その他この広

い白山を縦走するコースを歩きたいものである。
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 日目 荒島岳山行合計  時間   分 休憩   分 

勝原駅          勝原   場      深谷 頭           平     前荒島     荒島岳     前

荒島          平      小荒島岳      中出   登山口      下唯野駅近 路肩    

勝原キャンプ場で 4時に起床したので、2コースを歩くべく下唯野に車を移動します。中

出コースの駐車場に車をおいたら電車に間に合わないので丁度見つけた駅近くの路肩スペ

ースへ停めて駅へ向かいました。

早朝、来た電車には登山者が 1名のみ。同じ勝原でおりました。国道を歩くと登山口への

案内板は駅前の 1箇所だけ。あとはマップを見ながら大きく曲がったところから道を入る

と駐車場がありました。出来れば国道に案内板つけてほしいものです。

勝原コースは結構急坂と書いてありましたが、思いのほか急には感じませんでした。これ

なら前日の白山の観光新道の登り口のほうが急ではないかと思います。勝原コースはほと

んど樹林帯なのですが、ブナ林でとてもキレイな登山道です。高度を上げるにつれ、だん

だんと色づきはじめるブナ林を見ながら歩くのもまた乙なもの。

シャクナゲ平から荒島岳へ、モチカベを筆頭に結構急坂でした。紅葉がこの標高から顕著

に見られ赤・黄と色鮮やかな登山道となります。山頂は風が強く寒く、曇っていましたが

幸いなことに若干展望があったので良

かった。深田久弥の百名山を 1つの目

標にしているので、深田久弥地元の山

に登れてよかったです。中出コースは

緩やかな登山道で、途中にある小荒島

岳での展望は素晴らしく、荒島岳に登

ったら、その頂が見える小荒島岳とセ

ットで登ってもらいたいピークです。

帰りは、高山経由で上高地が混むと踏んで、安房峠方面に行かず、364号を使って木曽、

塩尻に抜けました。高山から 40分位は峠越えでめちゃ細い道。とても国道とは思えませ

んでしたが、対向車もなく無事に走れました。2日目は天候不良でしたが、北越の 2座を

無事に登れてよかったです。1泊 2日で北陸遠征は少々大変でしたが充実の 2日間。来年

以降白山縦走と三方崩山、能郷白山に登りたいですね。

残りの百名山は本州の光岳・浅間山の 2座、北海道の 6座。北海道は時間がなくて難しく、

浅間は入山禁止といつ登れるかわかりませんが、ゆっくりと 1座ずつ登頂していきたいで

すね。
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小金沢嶺 1987ｍ

記 橘 高志

【日 程】 平成２７年 10 月 14 日（水） 晴れ

【参 加 者】 L 八並 兼堀（恵） 木原 澁谷 芳野 大門 橘

【コ ー ス】 草加 5：36＝南越谷＝西国分寺＝立川＝8：01 甲斐大和 8：10
バス

＝8：50 小

屋平 9：00～10：05 石丸峠 10：10～11：15 小金沢山 11：30～12：10 牛奥ノ雁ケ腹摺山 12：

40～14：00 黒岳 14：10～15：10 湯ノ沢峠駐車場 15：25～15：55 日川林道との分岐 16：

05
タクシー

＝ 16：35 甲斐大和 16：42＝高尾＝西国分寺＝19：05 南越谷

予定時刻どおり甲斐大和駅に到着する。すでにバスは来ており平日にもかかわらず補助席

を使用しても満席だ。バスを降りたところが石丸峠登山口だ。小屋平の標高はすでに約

1580m。石丸峠までの高度差は 350ｍだ。 30 分程でカラ松の樹林帯を抜けるが、沢山の苔

が素晴らしく又倒木も多い。芳野さんが苔を収集していた。石丸峠から狼平にかけてはお

なじみの背の低いミヤコザサが広がり気持ちの良い笹道を歩く。富士山が常に見える快適

な尾根歩きだが、当日富士山は恥ずかしい

のか時々顔を出した。眼下にはこの山域の

景観における大菩薩湖がその地位を主張し

ている。小金沢山への登りは苔むした黒木

の深森である。３等三角点のある山頂は東

側（奥多摩側）が開けていた。 小金沢山か

ら先も、鬱蒼とした樹林と展望に恵まれた

明るい笹原が交互に現れる“気持ちのよい

尾根道”だった。日本一長い山名の牛奥ノ

雁ケ腹摺山「ウシオクノガンガハラスリヤ

マ」に到着する。途中皆さんから色々なおやつを食べたが、この頂上で昼食をとった。そ

の後一等三角点のある展望のない黒岳から少し下った林内に山梨県の案内板が立っていて、

「やまなしの森林 100 選・黒岳の広葉樹林」と

書いてある。雑木林の道や背の高いスズタケの

道をずんずん下って道標が現れて、その右手が

湯ノ沢峠の小さな避難小屋と少し離れて建つロ

グ調の立派な綺麗なトイレだった。砂利道の林

道を 30 分歩き、舗装された日川林道の分岐に予

定より 30 分早く到着した為、予約していたタク

シーはまだ来てない。10 分程林道を歩きタクシ

ーが 2 台来た。甲斐大和駅より電車に乗り南越

谷で反省会をした。リーダーを初め皆さん素晴らしい山行有難うございます。
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霧ヶ峰 ⼋島湿原
■ 日 程 Ｈ27.10.15（木） 記：小林 いつ子

■ 場 所 霧ヶ峰の八島湿原

■ メンバー L小林い・小野寺・松田・鈴木里

■ 歩 程 5：30 松原西口出発―諏訪 IC 下車―8：30 八島高原 P－9：30 沢渡

―12：00 車山乗越―12：30 コロボックルヒュッテランチ

ー沢渡―14：20 奥霧の小屋―15：00 八島高原 P

今年の秋は晴天が続き山の会の計画も目白押し。私も久しぶりに霧ヶ峰コロボックルの

周りをのんびりと散歩がしたくなった。このところ、少しばかり体力に自信のない松田さ

んを、この少々うるさい女子会に誘うことにした。

霧ヶ峰は思った通りのお天気で雲一つなく、

楽しいハイキングとなった。

計画では、沢渡から車山肩のコロボックルに

直で行くつもりが、道を間違えて乗越に向か

ってしまい、遠回りをしてしまった。時間は

かかってしまったが緩やかな登りでかえって

よかったかな？と思う。

おかげで、ランチが遅くなったが、楽しみに

していたコロボックルのボルシチセットをの

んびりと食べることができた。

帰りはヒュッテに向かい上ってくるつもりだ

った道を下り、沢渡辺りから奥霧の小屋を通り

駐車場に戻った。

松田さんはもう少しの間、山は控えたほうが良

いということだが、こんなハイキングなら又声

をかけようと思う。

里子さん、お手製のあられ美味しかったなー！

また食べた～い。

丘の上にあるコロボックルヒュッテ
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谷川岳（西黒尾根）（1963m）
記：畑野 順二

◆山行日：2015 年 10 月 18 日（日）

◆山行者：L浅井昭・山﨑・澁谷・森花・畑野仁・畑野順

◆コース：松原団地 5：30－東北道－谷川岳ロープウェイ駐車場 8：20 ・・西黒登山口 8：

35 ・・ラクダのコル 11：30 ・・谷川岳トマの耳 13：15 ・・谷川岳オキの耳 13：30 ・・

肩の小屋 14：05 ・・熊穴沢ノ頭避難小屋 15：10 ・・天神平 15：55－谷川岳ロープウェイ

駐車場 17：00－鈴森の湯－東北道－松原団地 21：30

三大急登の西黒尾根（他は、北アルプス 烏帽子岳のブナ立尾根と南アルプス 甲斐駒ケ

岳の黒戸尾根）を登り谷川岳へ行き天神平に下山するコースです。

5：30 松原団地駅を出発し、関越道は渋滞すると思われるので東北道経由で谷川岳ロープ

ウェイ駐車場に向かいます。

昨日の天気予報は、朝から晴れだが曇っています。高速道路の高崎を過ぎたころから晴れ

てきました。

天気がよく紅葉の時期で沢山の方々が谷川岳に来ています。ほとんどの方々は、ロープウ

ェイで天神平へ行かれます。

リーダーの浅井さん以外の 5人は、初めての西黒尾根を登ります。

さすがに、三大急登で歩き初めからキツイ登りです。歩いていると暑くなりＴシャツ 1 枚

で歩きます。

西黒尾根には、2 ヶ所クサリ場があります。ツルツルした岩場で滑りそうで慎重に登って

行きます。

やっとのこと天神尾根との合流地点に近づくと、天神尾根を登る登山者は、多く数珠つな

ぎで歩いているのが見えます。

登山口から約 5 時間で、谷川岳トマの耳に無事につきました。山頂での記念写真は、順番

待ちです。次は、オキの耳です。ここで昼食

し下山します。

下山は、天神尾根を下り天神平へ行きます。

ツルツルした岩場・濡れた木道は、滑りやす

くこわごわ下山します。

天神平に着くと、ロープウェイに乗るのに沢

山の人が待っておられます。約 1時間待ちロ

ープウェイに乗ることが出来ました。

後は、鈴森の湯で汗を流し軽く夕食し帰りま

した。

天気はよく、紅葉はとっても綺麗で最高の登山日で、L 浅井さん・ご一緒した皆様たいへ

ん楽しい山行でありがとう御座いました。
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谷川岳東尾根 攀  

記 山口 裕史

 山行日     年  月     日 予定外      

       松浦 鈴木勝 森律 山口裕

        

 日目 山行合計   時間  分 休憩   分 

駐車場         土合口駅     西黒尾根登山口                        谷川岳

   耳    泊

 日目 山行合計  時間   分 休憩  時間   分 

   耳泊          谷川岳    耳      谷川岳 肩 小屋          天狗 留  場 

     熊穴沢避難小屋      天神平

松浦リーダーのもと谷川岳でもバリエーションルートであるオキの耳にダイレクトに登る

東尾根へ挑戦することになりました。当初は土曜日の予定でしたが、天候不良のため日曜

にスライドさせて日帰りの計画です。まさかこれまでの行動時間を大幅に上回る 18 時間山

行になるとは、その時は夢にも思いもしませんでしたが…。

登山開始が早朝のため、前日

22 時過ぎに現地に到着、空は

満点の星空だった。ロープ

ウェイ駐車場に行ってみたら

今は 7 時前には入れなくなっ

ていたため、土合駅に落ち着

き、軽く酒をあおってシュラ

フに包まり就寝する。私はぐっすり眠れたが、勝さんは眠れなかったようだ。無料駐車場

に向かい装備を準備して明るくなってきた登山道を出発する。

今はちょうど山麓駅あたりまで紅葉が降りてきて、いつもは取りつきまでの道のりだが、

楽しみながら歩くことができた。マチガ沢出合いにつくと、ちょうど谷川岳の岩稜に陽光

が差してきて輝き出した。谷川岳は何度も来ていがこの光景は初めてで壮観だった。

東尾根に入るには「巌権新道を登り大滝前でマチガ沢に降りる」ルートと「マチガ沢を詰

めるルート」があるが今回は後者のルートを選択した。谷川岳の岩壁がだんだんと近くな
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ってくると、紅葉の上に鎮座する岩稜帯には圧倒さ

れはたして登れるのか？と緊張感が強まる。大滝を

右に登り、細い涸れたシンセン沢へと登る。

分岐地点から当初は右俣を計画していたが、松浦リ

ーダーは左俣をいくと判断し出発。いきなり結構急

坂で草付きも厳しいルートだが、頑張って登る。た

だし途中からが本当に厳しかった。右にルートを取

っていったら微妙なバランスを要するホールドスタ

ンスの連続で、トップはまず無理なルートだった。

ザイルで確保されながらだから何とか登れたルート。

分岐から悪戦苦闘で抜けるのに6時間はかかり16時

近く。

これより先はそれほど厳しいルートはないので山頂

まで行くという判断を下し、第二岩峰付近からはヘ

ッドライトをつけての登攀となった。細心の注意を

払い、暗くなってからはほぼロープで確保しながらの登り。何度もヘッドライトでルート

を確認しながら登攀ルートを決め、残りは 3 人がプルージックを併用しながら暗いルート

にホールドスタンスを求めながら攀じる。当然スピードは大幅に落ちる。この辺から風が

強くなってきて冷え込んできた。

ナイフリッジは痩尾根だが、それほど怖くない。先の第一岩峰の右側の草付の登りも本当

に急斜面で緊張はピークだった。それでも何とか登ったが、次は急斜面草付の猛烈な笹漕

ぎ。そして月夜で見えていた山のシルエットはガスにまかれいよいよ登攀は困難に。草付

きを越えて、トラバースするように左へ左へと細い岩稜帯を巻いたところで、何とか 4 人

がビバークできそうな箇所にたどり着いた。

頂上から肩ノ小屋で宿泊に切り替えたが 23 時 30 分を迎え、ここでビバークの判断を下す。

夜中は強風にあおられるツエルトを必死に抑えながら眠れぬ夜を過ごした。登攀中は、ア

ンパン 1 個とヴィダーのみだったので、行動食の柿ピーを食べてエネルギーを補充しなが

らだ。

早朝、明るくなってきた 5 時過ぎ。ツエルトから顔を出すとガスがものすごい勢いで動い

ている。一瞬ごとにめまぐるしい流れの中、正面に見えたのがなんとトマの耳。それに気

づいてふと見上げるとオキの耳の道標が 10m 上にあった。夜ガスに巻かれ全くわからなか
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ったのだが、なんと頂上にたどり着いた。イヤー気づいていれば、肩ノ小屋まで頑張った

が、今となっては強風・寒空の中のビバークは貴重な体験となった。

その後、オキノ耳で御来光を見て、肩ノ小屋

へ。小屋でカップラーメンを朝食に取り、コ

ーラーをひと飲み、小屋の親父さんの面白い

話と、サービスで頂いたお茶漬けがなんと旨

かったか、至福のひとときでした。

谷川岳の岩稜は南稜テラスまでしか行ったこ

とありませんでしたが、やはりクライミング

をやっていない自分にとっては険しいところ

で、まだまだやらなければならないことが多

いのを痛感した山行です。それにしても、落

石が 2m 脇をブンブン音を鳴らしながら過ぎ去

った瞬間、動ける範囲が狭いだけに本当に正

直怖かったです。

トマノ耳から見たオキノ耳へと続く東尾根
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ひとり寂しく出かけた、⾦峰⼭
記 鈴木 廣

10/18、三連休後の日曜日、紅葉は今最高だろう。やっぱり大弛峠(おおだるみ)の駐車場

は満杯であった。峠を下ったガレ場に車を止め、予定通りの９時に登山口に入った。

しかし金峰に向かう人は意外と少なく、国師ヶ岳を廻ってからだろう。

展望の無い朝日峠を通り過ぎしばらく歩くと岩場に着く。雲海に浮かぶ富士山を見なが

ら休憩を取りそして出発。朝日岳～サイの河原、とてもいい気持ち。大きな岩に捕まりな

がら進むと金峰山に到着。いつの間にか登山者で一杯になった。岩影で五丈岩を見ながら

早めの昼食。そして空を見つめながらの昼寝。これも一人だから出来ること。

山頂からの綺麗な紅葉と全望の南アルプス、真下のみずがき山、小川を後に下山する。

帰り道も車を止めたくなる程の景色でした。今日一日で、目も頭も体もスッキリしました。
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浅草岳（1585m）会津朝⽇岳（1624.2ｍ）
記：畑野 仁美

◆山行日：2015 年 10 月 24 日（土）～25 日（日）

◆山行者：L園木・加藤・八並・畑野

◆コース：24 日（土）駐車場～ネズモチ平登山口 10：22～前岳 12：11～浅草

岳 12：25＝12：53～前岳～桜ゾネ広場 14：19～駐車場 14：47

浅草岳は何年か前ヒメサユリを見に行ったことがある、その時は今回と逆コースでした

ネズモチ平からは最初から急登です、ぬかるみがあるのも少し登りづらいです。

前回はここを降りてきたのですがこんなに急だったことは忘れていました。

どんどん登って２時間ほどで稜線に出ることが出来ました。

稜線に出ると草紅葉がとても綺麗で、馬の背が風になびいている様でした。

木道を少し歩き一登りすると山頂に到着です。

山頂からは田子倉湖が眼下に広がっています。

下山は分岐まで戻り桜ゾネを下ります、

予定では往復するつもりだったが下りは

緩やかな桜ゾネへ下ることにしました、

落ち葉に覆われた道で、カサカサと踏み

しめて歩くのは気持ちが良いのですが油

断をすると根っこを踏んで滑ります。

桜ゾネ広場には皇太子ご成婚記念の「浅

草の鐘」があり一人ずつ静に鳴らしてき

ました。

登山口までの道沿いの山肌は紅葉で埋め尽くさ

れ本当に山燃えるって感じでした、

今年は早くから紅葉を見ることが出来長く楽しめてうれしいですね。

下山後は買い物をして只見町青少年旅行村のコテー

ジに泊まりカニ鍋でこの日は終わりましたが、次の

日は会津朝日岳に登ります。 つづく・・
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深まりゆく秋と初雪を堪能（会津朝⽇岳）記：加藤 紀久代

 期日 平成２７年 １０月２４日（土）～２５日（日）

 行程 ２５日（日）小屋発７：００―岩魚の里登山口７：４０―避難小屋１１：

０５－会津朝日岳１１：５５－避難小屋―叶の高手１３：３

５－登山口１５：４０－東北道―草加

昨夜の激しい雨は、うそのように静かになり、窓から静かな朝日が流れ込む。テラスの

窓越しに、「会津のマッターホルン」が形よく見える。フランスパンとオニオンスープの朝

食を済ませ、出発。登山口の駐車場に着くと既に数台の車あり。残念ながら太陽は姿を消

し、紅葉の色も沈みがちである。沢に沿って、終わりに近い紅葉の中を１時間程登る。こ

のあたりに来ると、木々は既に落葉し、秋から冬の様相である。吹く風は、時おりゴオー

ッと音を立て、不気味な感じを漂わせる。天候は益々悪化し、ついに白いものが辺りに舞

い始める。「初雪だ！」今シーズン初の雪が舞い、やや喜びも感じるが、リーダーは頂上直

下の岩場の通過を心配し、とりあえず避難小屋まで行ってから決定することになる。だら

だらの登りを２時間ほど登り、避難小屋に到着する。小屋には、数名の登山者が昼食をと

っており、我々も少しだけ食料を口にし、先を急ぐ。雪は降ったり止んだりで積もりそう

もないが、厚い雪雲と風が不安感を掻き立てる。２０分ほど登ると、心配していた岩場に

つく。前に１パーティー、後ろから１パーティーが登る。岩場も土の部分の、傾斜がきつ

いのでかなり滑りやすい。八並さんを先頭に慎重に足場を選びながら登り、１１：５５つ

いに頂上に到着する。

あいにくの天気で展望はよくないが、静かに、穏やかに連なる晩

秋の会津の山々がよく見えた。間もなく、白一色景色に変わるので

あろう。頂上からの景色をカメラに収め、足早に下山を始める。岩

場はやや緊張したが、滑る事もなく３０分程で、避難小屋に戻る。

米粒を４等分したくらいの硬い雪は、ぱらぱらと時おり強くもなる

がが、濡れることはない。頂上から２時間くらい下山した所で、や

っと昼食をとる。もう、雪はやみ、下のほうには紅葉の木々も見え

始めた。山を下るに従い、冬から

晩秋に変わり、１５：４０駐車場に到着した。秋の日暮

れは早い。まして、天気もよくないので、４時くらいで

もうす暗い。車に乗ると、激しく雨が降ってくる。ラッ

キー！ 車窓から見える

会津の山々の紅葉は、と

にかく見事で、真っ赤で

燃えるようであった。や

っぱり、会津の紅葉は最高かもしれないと思う。過ぎゆく

秋と初雪を堪能した２日間であった。

★会津朝日山頂
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甲武信岳(2468ｍ) 記：森 花江

山行日：平成２７年１０月２４日(土)～２５日(日)

天気晴れ

２５日木枯らし一号発生・強風

メンバー：Ｌ，石井(美)、芳野、山崎(寧)、石井(文)、

森(花) 計４名

コースタイム

10 月 24 日(土) 草加 4：00＝＝毛木平 8：00――

ナメ滝 9：40――甲武信岳山頂 12：15～30――

甲武信小屋 12：45

10 月 25 日(日) 甲武信小屋 5：55――三宝山 6：50――

大山 9：20――十文字小屋 10：30――毛木平 12：00

登山口の村、川上郷は山々がカラマツの黄金色に輝いていた。

雲一つない快晴に恵まれ、千曲川源流遊歩道を進む。

苔むした倒木や岩の間を渓流が、、、、、まるでロイスダールの絵の様に美しい流れです。

源流の小さな湧き水がやがて信濃川と名をかえ日本海に至る。大自然に感動します。

翌日、－３℃の寒さの中、下山、朝日がシラビソの林を照らし富士山の輝々しい姿が見

られました。

強風に煽られて凍てついた木立から氷粒が落ちて、頬が痛い程寒いです。

三宝山、大山の展望は見事でゆっくり見ていたいのですが、早々に引き揚げました。

次はシャクナゲの花の季節に来たいね。メンバーの皆様有難うございます。

富士山と甲武信岳
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皇海山（２，１４３ｍ）

記：兼堀 善和

山行日：平成２７年１０月２５日（日）

メンバー：Ｌ兼堀（善）・森（律）・新島・木原・染谷・小野寺・松井・澁谷・山崎（正）・

大門・小林（い） 計１１名

コース：松原団地西口 5:30～沼田ＩＣ7:34～9:15 皇海橋 9:25～11:00 不動沢のコル～

11:50 山頂 12:00～12:40 不動沢のコル 13:10～14:25 皇海橋～19:50 松原団地

去年から行こうと思っていた皇海山、紅葉シーズン最後かと１０月最終週山行に決めた。

メンバーも皇海山初めて登る人が多く 11 名の大人数になり車二台に便乗し出発、特に群馬

育ちの松井さん運転頼みで追貝から皇海橋までの悪路を 1 時間半かけて到着、今年は紅葉

の当たり年素晴らしい眺め、黄色・赤・緑色と目に優しく絨毯のよう・・・

ただ今日の天気予報通り「木枯らし一号」の風が強く寒い、早々準備をして出発、皇海

橋から左に分岐進み「皇海山登山口」から幅の狭い枝沢を三度渡り、やがてカラマツ林の

広場を通り二俣に到着、そこから右・左と沢を登り不動沢のコルにそこを左に山頂めがけ

登って行ったら、頂上付近で白い粉雪が舞っており、今

シーズン初めての雪にびっくり寒いこと、山頂で写真だ

けとって早々に出発、不動沢のコルで風をよける場所で

昼食タイム

澁谷さんの温かいスープが有り難かった。日が暮れる前

に追貝まで着けるようにコースタイムより早く皇海橋駐

車場到着、また悪路を走行しはじめたら猿の一家に遭遇

（結構太っていた）横目で見ながら松原団地西口にほぼ予定通り１９時５０分到着した。

運転していただいた松井さん・染谷さんはじめ、楽しいメンバーで登れたことに感謝。

有難うございました。

余談ながら私の１００名山ようやく５０座半分に、これから登る山もどんな山か楽しみ

だ・・・・・
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高尾 陣馬 吊尾根  臼杵山縦走

記 山口 裕史

 山行日     年  月  日

       山口裕 三浦

         時間 休憩  時間   分 

高尾山口駅          高尾山 清滝駅      霞台園地     高尾山薬王院     高尾山 

    城山     小仏峠      景信山      明王峠      陣馬山            醍醐峠 

     醍醐丸            頭      市道山      臼杵山      荷田子峠      荷

田子登山口      秋川渓谷瀬音 湯

今週は山お休みの予定でしたが、土曜日あまりにも天気が良かったので急きょ山に行くこ

とにしました。昨年高尾から笹尾根で三頭山まで縦走した時に曇りで富士山が見えなかっ

たので、また歩きたいと思っていたのを思い出し、ただし日帰りなのを考慮し醍醐丸から

吊尾根を経由して瀬音の湯までを歩くルートに変更しました。

高尾駅を降りると驚いた。駅きれいになっている！そして、ポスターを見ると 27 日より高

尾温泉が開業とますます高尾山が活気付きそうな状況になっているのが嬉しいです。

先週谷川岳で山麓の紅葉が見ごろだったため、高尾からの稜線は紅葉が見ごろになってい

るのを期待して登ったが全く色づいていない。というか、稜線は紅葉前に枯れ始めている

樹木が多い。今年のこの山塊は紅葉するほど冷え込みがないまま時期を逸してしまったよ

うな感じで、今年の山はほぼ素晴らしい紅葉を見てきただけにガッカリだった。ただし、

昨年曇りで見えなかった富士山が高尾から陣馬まで十分に堪能でき、改めてこの縦走路の

素晴らしさを感じた。

そして陣馬に向かう途中、対抗か

ら見覚えのある顔！退会された鏑

木さんでした！お声をかけたら元

気そうな返答が帰ってきました。

退会された方も、それぞれの山楽

しんでいて嬉しい出会いでした。

陣馬までは昨年より少し早いくらいに到着した。昨年は、ビバーク装備での登山だったの

で少し足が重かったが、今回は日帰り装備だったので少しばかり早く歩ける。陣馬山は昨

年同様、多くの人でにぎわっていた。白いオブジェは青空に映え、富士山に奥多摩へ続く
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峰々、茶屋で軽食も手軽購入でき賑わう理由が良くわかる。当方も陣馬山では富士山を見

ながら、自前のスパムにぎりに、茶屋のけんちん汁を頼んでゆっくりと時間を取って楽し

い昼食をした。高尾－陣馬はさすがに人気ルートで挨拶を交わすのが大変だったが、陣馬

から吊尾根より先はとても静かな山歩きが出来る。山岳耐久レースを翌週に控えていたた

めか、笹が刈り払われとても歩きやすくなっていた。尾根歩きだがほぼ針葉樹林帯なので

あまり楽しくないが、臼杵山では思いのほか道標が立派だったのと都心方面の展望が開け

ていたのと、臼杵山の登りが 3・ 4 度ピークかと騙される山容だったのが印象に残るルー

トだった。展望は平野が見

渡せるだけでそれほど良く

はないが、ないよりはまし

か。瀬音の湯の滑らかな泉

質は心地よく、次回はもう

少しゆるりとお風呂を楽し

みたいです。
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記：大木 靖子

■山行日 2015 年 10 月 26 日～10 月 29 日

■メンバー Ｌ＝和田、山本、小宮、大木、大畑、江崎

■コース

●10/26 草加 5：0…新東名沼津 7：05……新東名新城 9：07……甲賀土山………中国道加西

13：00……米子道蒜山 14：30……米子スーパーホテル 16：30（1 人朝食付き 3070 円）

●10/27 ホテル 7：15……大山登山口駐車場 8：05……1 合目……6 合目 9：30……大山頂

10：40……駐車場 13：30……米子道……中国道……岡山道……瀬戸中央道与島 15：30……

高松道……松山道……松山スーパーホテル 17：50（1 人朝食付き 4353 円）

●10/28 ホテル……土小屋……石鎚山頂……岩戸温泉（1人 2 食付き 7700 円）

●10/29 宿……見ノ越……剣山頂……神戸淡路鳴門自動車道……名神高速……東名……草

加 23：30

総走行距離 2,200ｋｍ 高速料金 44,210 円 ガソリン代 29,026 円

10 月 26 日伯耆富士、大山は古き時代より由緒正しき信仰の山であり、中国地方の一段

と目立つ美しい山である。鳥取砂丘に行ったとき一度登ってみたいと思っていました。草

加から車で行く。え～！そんな大変な事を考える人が山の会にいました。 ありがとうご

ざいます。

草加朝 5 時 5 分出発。新東名……新名神……中国道……米子道と通り、蒜山高原まで 9 時

間 30 分、男性 3人交代とはいえ、本当にご苦労さまでした。米子市内のスーパーホテルを

目指しました。蒜山高原から米子に行く途中、大山の北側を通りましたが、稜線がナイフ

エッジとなり浸食し、いつ落石してもおかしくない岸壁が続き、これが本で見たあの美し

い大山とは私はどうしても思えませんでし

た。米子市内のスーパーホテルは温泉、朝食

付き一人 3070 円、こんなに安い宿は初めて

です。夕食は宿で聞いた居酒屋で 6 人で

13,620 円 びっくりするほど安い。朝食は

バイキングで？？？にいろいろあり、美味し

かったです。

大山（1709ｍ）・石鎚山（1982ｍ）・剣山（1955ｍ）
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10 月 27 日 伯耆大山

7 時 15 分ホテル出発、大山寺迄 1 時

間ほど、途中ブナ林が美しく、心が洗

われました。大山寺は門前旅館街があ

り歴史の古さと信仰の深さを感じまし

た。平日ですが秋の一番いい季節、駐

車場は車が多く、奥の空き地に入れま

した。初めは石段、1 合目より木階段と

なりましたが間伐材の丸太 2 本を重ね

た高さなので登りやすく助かりました。

西日本一のブナの原生林のなかをゆっ

くり登ってゆくと、1250ｍ5 合目森林帯が終る。6合目に小さな避難小屋がありました。8

合目迄は多少きつい登りになりましたが岩肌の眺めが素晴らしく、剣が峰、弥山、三鈷峰

などが聳え、宍道湖もうっすら見えます。

8 合目からは緩やかになり頂上も見えま

したが強風、弥山の山頂部は、すごく風

が強く、木道になっていますが、時々突

風が吹き、しっかりロープにつかまって

いないと飛ばされそうです。展望台から

下を覗くと昨日見たくずれそうなガレ

場「こわーい」足がすくみます。少し下

がった処に避難小屋があり、軽い昼食を

執り、天気が心配なので下山。パラパラ

位の雨だったので、ぬれずに駐車場に到着しました。

米子道、中国道、倉敷から瀬戸中央自

動車道で瀬戸内海を渡り、与島で休憩、

真下から見る瀬戸大橋に圧倒されました。

坂出より松山に入り、スーパーホテルで

二泊目、ホテル紹介の居酒屋に行ったの

ですが、全員に生ビールサービス、黒糖

焼酎 1 本、タイ釜めし、イカ焼き、焼き

鳥、などで腹いっぱい。6 人分でなんと

11,700 円。今日も安くてびっくり。うれ

しい。

明日の石鎚山が楽しみです。おやすみなさい。 10 月 28 日に続く。
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記：江崎 直子

10 月 28 日 石鎚山

ホテルで朝食を済ませ石鎚山へ向かいました。鎖場は止めて全員巻道を登ることにしま

した。熊笹の茂る階段道を行き、途中雨が降り風も強くなりロープにしっかりつかまり飛

ばされないように登りました。山頂の素晴らしい眺めに感動し下山しました。夕食はつる

ぎの宿岩戸で味噌味の美味しいお鍋をいただき皆早めに休みました。

10 月 29 日 四国・剣山

岩戸温泉７時５０分出発、剣山に向かいました。見の越駅から西島駅までリフトで１５

分、紅葉の中壇の真っ赤な実を教えてもらいました。１０時３０分下山、食事やお土産を

買ったりして２３時３０分無事松原団地駅に着きました。

観光もあり素晴らしい山行をさせていただきました。いつも安全運転をしてくださった

和田さん、小宮さん、山本さん、ありがとうございました。お疲れになったことでしょう！

新人の私にやさしく色々教えてくださったメンバーの皆様、ありがとうございました。忘

れられない楽しい思い出の旅になりました。
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十二ヶ岳

1683m

記 山崎 寧子

【日 程】 平成２７年 10 月 29 日（木曜日）曇

【参 加 者】 L 山崎寧子 浅井祐子 鎌形瑞枝

【コ ー ス】 十二ヶ岳登山口 8:00～毛無山 10:00～十二ヶ岳山頂 11:30～下山口

14:00

十二ヶ岳は富士山の麓、西湖畔にそびえる１２個のピークを持つ低山であるが、そのア

ップ・ダウンの道のりは岩場の連続で、アドベンチャーの要素をもつ楽しいハイキング登

山のできると噂に聞いていた。

いつか行きたい。「思いを果たす時が来た。」と意気込み挑む。

登山口から。わりと急な登りが続き、あっという間に毛無山山頂となる。

山頂を後にすると、程なく一ヶ岳、ニヶ岳、・・・八ヶ岳・・・十一ヶ岳。ここからが

「危険本番」核心部か？

吊り橋は「ひとりづつ渡れ」と丁寧な指示看板に忠告を受け、濡れたアルミ吊り橋を用

心深く進む。目の前の岩場はじっとりと濡れていて、集中力を擁する登り、下り、登り・・

と続き、「本当にアドベンチャーだ。」

十一ヶ岳から十二ヶ岳の間だけで、いままでの一ヶ岳から十一ヶ岳の分があるような岩

場と鎖場の連続である。

たどりついた山頂からは、晴れ間がのぞき西湖を眺めることが出来た。

下山道は、紅葉樹林の中をひっそりと下りる。

「短かったな！」少しの物足りなさと、たっぷりの満足感で 4 時間ちょっとのアドベン

チャーハイキング登山が終わる。

下山口目の前の「いずみの湯」にて温泉につかり帰途へ。「楽しい登山だった。」
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筑波山 （トレーニング山行）

山行日：平成２７年１１月 3日（火） 記：小野寺 英子

参加者：Ｌ小野寺・黒澤・鈴木（里）・千葉

【コースタイム】

松原団地東口 5：30＝常磐道＝谷和原ＩＣ＝１２５号線＝つつじヶ丘駐車場 7：10

つつじヶ丘登山口 7：25～弁慶茶屋跡 8：20～8：40 女体山 9：30～9：40 大黒岩

10：10～10：35 弁慶茶屋跡 11：00 登山口 11：50＝＝道の駅＝＝松原団地 14：20

最初２日に予定してたが雨予報の為、何も考えずに翌日にずらせて３日に決定。

毎日サンデーの私はすっかり祭日ということを忘れてた。急ぎ時間を繰り上げて５時半の

出発にした。前日大雨だったので通常の白雲橋コースを避け、

つつじヶ丘コースに替えた。お陰で駐車場は係りの人も居なく

て、５～６台しか停まって居なかった。

登山口からいきなり急な石段の登りだ。トレーニングだよと云

いなが頑張る。マユミの木が沢山ありとても綺麗だった。後は

弁慶茶屋までのんびり歩ける。茶屋跡で少し休み、山頂への歩

きなれた山道を進む。山頂

では筑波山では珍しい雲

海が見られた。沢山の人に

びっり！やはり祭日と紅

葉の時期だったと実感する。証拠写真を一枚だけ撮り

早々に下山。だが下からぞろぞろと登ってくる人の列

が切れない。時々私達はストップを掛けて下ろさせて

貰う状態が余りにも続くので、私達も早めのお昼と長

休みを摂る。黒ちゃん持参のお赤飯を頂きながら…登って来る人・人・人…お子さん連れ

の人や足元の危なっかしい若者達、ふうふう云いながら登る人達を眺めながらのんびり楽

しんだ。弁慶茶屋でも大勢が休んでた。

私達は早く登って良かったと実感！いい気分で下

りる。筑波山を甘く見て登って来たな？と思える

人が沢山で、登り始めて 15 分もたって無いのに頂

上はまだですか？って！何て云ったらいいの？と、

答えに詰ってしまう…人も居た。石段の上まで来

てびっくり、駐車場に入れない車が道路にびっし

りと長い数珠つなぎ、観光バスも数台見える。こ

んな光景筑波山で見るのは本当に初めてでした。

早く一台分空けて上げねば…と急ぎ駐車場を後に

して、いつもの道の駅に寄って帰った。

道中、常総市を通る時、折れ曲がったガードレールや刈らずに枯れた稲が有って、先日の

鬼怒川の決壊による傷跡と気付き、辛い気持ちになった。

山頂

つ
づ
く
石
段

見事な雲海
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上州武尊山

記 嶋田 博久

 山行日     年  月 日

       山口裕 嶋田 会員外 名

         時間   分  休憩   分含 

      駐車場          前武尊山      家 串山      中 岳      沖武尊 武尊

山            前武尊山            駐車場

なんて日だ！標高 1200m 付近のオグナほたかスキー場は晴天の空！最高の絶景を期待して

地味にキツイスキー場から登山道へ!暫く登ると北北西から雲行きが怪しく?前武尊に着く

頃にはガスガスの雪混じりの強風へ!川場剣ヶ峰に向かう途中！ここで恵みの風景に遭遇

(*^^*)木々に白いフワフワしたのが?白い枝や花に？そうです 霧氷です。

とても綺麗で、枝には小さいエビの尻尾?、霧氷の花まで見れ興奮してしまいました！

沢山の霧氷をカメラに撮りながら、久しぶりの雪にテンション max!

だだ？ここからのルートが意外や険しく、濡れた岩場の通過、笹藪の根っこに出来たトラ

バース気味のルート、ミゾレ混じりの小雪が降る中、滑りやすく歩きにくいルートをペー

スの速い二人に必死でついて

いきました。

残念ながら沖武尊〈2157.96m〉

から谷川岳･尾瀬は見れませ

んでしたが、笑顔で撮る事を

忘れずパシリ(^^)

霧氷の景色は感動的でしたが、

冬のレイヤリングの難しさ、

天候急変の恐ろしさ、濡れた

登山道の危険を肌で感じ次に

繋がる良い経験になりました！山口 L の速さに度肝を抜かれ、途中足がつる事をあり、も

っと鍛えないとダメだと思い知らされた上州武尊山の愉しい山行でした！
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紅葉を追いかけて

記：森 律子

日 時： 2015 年 10 月４日 西吾妻山

メンバー L森（律）、染谷、新島、兼堀（喜）、鎌形、森（花）、宮路、山崎（寧）

ガイドツアーに参加しました。お天

気は午後から晴れてきて晴れ女健在

か？

何にも見えない山頂で「残念な山頂シ

リーズ」に加えたい山でした。

下山時には紅葉もちらほら・・・まだ

まだ紅葉もこれからか

日 時： 2015 年１１月７日 天城山

メンバー L森（律）

伊豆方面の天気予報は晴れ！百名山

の天城山はたくさんの登山者でにぎわ

っていました。六甲全山縦走に参加す

るので、少しペース UP で歩きましたが、

バスの本数が少なくバス停で 1 時間待

ちとなりました。冷えた体を暖かい温

泉で温め、おいしい海鮮丼を食べて大

満足赤いモミジの絨毯がとても綺麗で

した。

今年もあと残すところあと 1ｹ月、乗鞍岳から始まった紅葉シーズンもいよいよ終わりにな

りました。標高 3000m から近所の公園～東北から関西まで、関西方面は暖かい日が続いた

ので、あまり赤くはなっていなかったのですが、長く楽しむことができました。
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記：山本 理郎

■日時 平成 27 年 11 月 10 日（火） （会山行）

■メンバー L=山本、芳野、和田、山崎（正）、阿部、松浦、

小林、小野寺、石井（文）、関口

■コース 草加駅 6：26……東武日光 8：31……タクシー含満ヶ淵 8；50……

登山口 9：00……独標 10：04……山頂 11：32……神主山 12：53…

東武日光 13：47……草加駅 16：17……打ち上げ解散

日光の駅前から、歩いて登山口に行ける人気の山である。今回は通常コースを逆ルート

で辿ることにした。華厳の滝から流れ下る大谷川

が淵をなしている含満ヶ淵までタクシーで 10 分

位であった。天候は曇りでぽつりぽつりと雨粒が

落ちてくる、とりあえず雨具を装着する。この付

近の紅葉の盛りは過ぎていたようだが、赤く染ま

った楓などが残っており、心を和ませてくれた。

すぐに急登になり、足場の悪い処も何か所かあっ

た。登り始めて 1 時間ちょっとで独標に到着。

晴れていれば見晴らしの効くピークのようだ。そ

の頃から雨脚も小雨模様となったが、幸いなこと

に風がなかったので、それほど難儀ではなかった。

逆コースは独標でちょっと下るがほぼ山頂まで一

直線の登りである。途中松浦さんの登山靴の底が

はがれてしまうアクシデントがあったが、自ら持

参の針金で応急処置をとり、事なきを得た。

2時間 30 分で山頂到着。証拠写真を撮り、早々に

下山。山頂から、神主山までは 10 個以上の

アップダウンがあったように記憶していたが、

木の根は多いが、比較的歩き易かった。

登りコースのような急登もなく、この雨の中急登

を下ることを想像すると、逆コースを選んだのは

正解であった。14 時前には日光駅に着き、10 分待

ちで快速電車に乗ることができた。16 時半には中

華屋で打ち上げをして、解散した。

鳴虫山（1103ｍ）
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中山道歩き№６ (新町駅～群馬八幡駅 19,6 ㎞)

記：大門 京子

日程：平成２７年１１月１８日(日)雨

参加者１３名

Ｌ．石井(美)、中島、黒沢、平野、阿部、渋谷、森(花)、鈴木(廣)、木原、

杉山、大畑、石井(文)、大門、

コース：南越谷(6：07)＝＝浦和(6：19)＝＝新町駅(7：50～8：05)―― 倉

賀野渡し舟跡(10：10)――昼食[ガスト](11：40～12：30)――大信寺(13：00)――

君が代橋(13：50)――豊岡一里塚２８里(14：45)――群馬八幡駅（15：05～21）

＝＝南越谷(17：36）

群馬県に入り「新町宿」「倉賀野宿」「勅使川原本陣」を歩く、峠の多い中山道だがまだ

まだ遠い。

朝、家を出たときは今にも降り出しそうな空模様で、北本あたりから降り出してしまった。

新町駅から合羽に傘をさし雨の中の出発となりました。

新町駅は、群馬県で一番南にある駅です。利根川を渡るのに新しく設けられ宿場町とし

て栄えた様子は、今はあまり見受けられない。

倉賀野の名所として、渡し舟の舟着き場があると地元の方に言われ、寄り道をして行っ

てみる。更に進み中山道と例幣使街道の起点との分岐にきた。例幣使の説明と常夜灯があ

った。今日の雨は暖かい、足の疲れと汗をかいて疲れた体、それにお腹も空いてきたとこ

ろでお昼の食事をとる。

午後は家光(徳川三代将軍)の弟忠長のお墓のある「大信寺」（本堂のすぐ隣、境内に幼稚

園があった）。次に忠長が切腹した部屋が移設してあるという「長松寺」をお参りする。明

治天皇が巡航の際に改修、命名された「君が代橋」を通り、茶屋本陣跡には入館しないで、

外から見るだけにして急ぐ。

群馬県で現存する唯一の「豊岡の一里塚」は日本橋から２８里。塚は、道路の反対側に

あり近くまでいけませんでしたが、ここ

まで 28／135 里まで来ました。

急いで駅に向かい予定時間の群馬八幡駅

出発 15：21 の電車に乗れました。

今日は、雨の中舗装道路歩きで疲れ、帰

りの電車の中ではよく眠れた人も多かっ

たと思います。歴史は苦手ですが、街道

歩きで少しでも勉強したいと思います。

次回も楽しみにしています。

皆さんお疲れさまでした。

豊岡一里塚
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四つ又山 鹿岳

899.5ｍ 1010m

記 山崎 寧子

【日 程】 平成２７年 11 月 23 日（祝日）曇

【参 加 者】 L 山崎寧子 浅井祐子 芳野光夫

【コ ー ス】

草加 = 下仁田 IC = 無料駐車場 8:00--- (10)四つ又山登山口 8:10—(20)分岐 8:30

--—(30)天狗峠 9:00—(30)山頂分岐--(5)四つ又山頂 9:35---(4 つ目の峰)

---(60)マメガタ峠 10:35---(50)コル 10:45---(10)一ノ岳---(10)コル 11:10

---12:00---(50)鹿岳登山口 12:50

四つ又山と鹿岳のある群馬県南牧村は、西上州にある静かな落ち着いた村という印象だ

った。

無料開放している駐車場から登山口までに出会った

村人２人が２たりとも「気を付けて」「滑らんようにな」

と、温かい言葉をかけてくれた。

村が登山者を受け入れてくれているようにさえ感じ

る優しさがあった。

山は低山独特の短いけど急というイメージそのまま

で、登り始めから急な坂が続き、その道は落葉で覆われ、

脚に優しいが、油断すると滑る道になっていて、とても

心地よい緊張があった。

四つ又山の山頂をすぎると適度な岩場、鎖場がありプ

チアドベンチャーに、わくわく感がちょっとあり、楽しい山行となった。鹿岳の山頂は２

峰あり、一ノ岳、二ノ岳からなっている岩山頂である。

あいにくの天気で二ノ岳は諦めになり次回のお楽しみ

となった。

南牧村には多くの岩山があり、これから何度か足を運

ぶ機会をもてそうで楽しみである。
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⼭⾏報告 2015 夏〜秋
記：浅井 祐子

8/12 沢歩き「四阿山東南 / 宇田沢」 L. 祐子、昭光

嬬恋村/東海大研修所 P9:30‐宇田沢 - ナメ沢 - 往路を戻る – P11:30 = 草津温泉♨

ザイル等の装備無しでも沢歩きが出来ることを知り、石樋と呼ばれる天然記念物の安山

岩の長い岩畳を楽しみに出かける。但しヘルメットと沢靴はしっかり装着し安全確保は怠

りません。(6 月の沢で転倒した昭光、ヘルメットのお陰で大事に至らず…という事があり

ました) さて、宇田沢はナメの美しい明るい沢で、下界では今日も 35 度の酷暑というか

らこの涼しさは至福のひとときである。入山口の東海大の施設に駐車 OK で、簡単な地図ま

で用意してあり職員さんも親切でした。

9/3(木) 根子岳～小根子岳(菅平高原) L.祐子、いつ子、山﨑寧、嶋田、

草加 5:30=峰の原 P9:00 出-根子岳 11:05-15-小根子岳 12:00-小根子岳北肩 12:30-P14:00

今年もやっぱり夏の終わりは松虫草。…で行き先はお馴染の根子岳で、いつも山頂から望

む西方面が気になり今年は小根子岳に向かう。その先は以前会員バスで出かけた米子大瀑

布と知り驚いた。新入会員の山崎寧子さんと嶋田さんにも参加頂き、高原の夏の終わりを

楽しんだ。

9/11 夜-13 北ア・唐松岳～五竜岳 L.山崎寧、森律、祐子、

9/11(金)8:30=八方 P0:10 仮眠 9/12(土)八方 7:30=山荘 8:05-唐松岳 11:20-五竜山荘 14:25(泊)

9/13(日)山荘 4:50 出-五竜岳 5:55～6:10-山荘(朝食)7:25 出-アルプス平 10:45=入浴&昼食= 帰路

夜行 1 泊で北アルプスを歩けるとは感激!! 高速をふっ飛ばし八方下 P で幕営仮眠。始

発ゴンドラに乗る為に早々に起床。寝不足の不安を抱えつつ晩夏の花が残る八方尾根を進

み、白馬三山や不帰の剣を眺めながら唐松岳へ。足取りも順調でさらに五竜山荘へ向かう。

季節の狭間で人も少ない？と思ったら大間違いで老若男女の登山者で小屋はいずこも大賑

わい。予定より早く到着出来たので、翌日の芳しくない天気予報も手伝い今日中に五竜ア

タックか!?の案も出たが、山靴を脱ぐと気持ちも萎え、予定通り明朝に登頂として、まず

は乾杯となる。夕飯は定番のカレ-だが実に美味しく、布団も 1 人１枚頂けて快適な夜。

翌日は予報に反し好天の朝。まだ暗い 5 時前に出発し山頂まで半分程の処で朝日を望む。

緊張を必要とする岩場ではすっかり明るくなり、五竜岳の頂からは見事な展望を楽しむ。

小屋迄戻り朝食を済ませ、遠見尾根を一気に駆け降り、新設の八方♨と美味い蕎麦を頂く。
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10/17(土) 三国峠(群馬) L.浅井ゆ、兼堀善、恵美子、宋、出口、永島、金野、

草加 5:30 = 三国峠トンネル P～三国峠往復約 1.5H = まんてん星の湯 ♨ = 草加

関東はいずこも雨...。逃げて逃げて、とうとう群馬と新潟の県境「三国山」まで。

トンネルを抜ければ快晴とはいかずともせめて曇を期待したが、結局は雨やまず…。

折角ここまで来たのだからと、雨具を着込み 40 分辛抱して頂き三国峠まで登っていただく。

屋根のある休憩場所があったので、スープを作り、冷えたからだを温め、そして再度雨の

中を戻る。参加して頂いた、宋(そん）寅虎さん、永島知美さん、出口栄子さん、金野(か

のう）喜代美さん、お試し山行完了です。兼堀さんご夫妻のお気遣いで、車中も始終皆さ

んとのお喋りに花が咲き、楽しいひとときでした。

入浴後には青空も広がり、盛りの紅葉も一段と美しさを見せ、皆さん感激してくれました。

悪天予報の為、延期も検討しましたが、頑張ってしまいました。

参加の皆さんには少々申し訳なかったですが、ご容赦ください。

いずれの方もとても魅力的な方で、山の会も一層楽しくなる予感です。
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2015 年 草加山の会の十大ニュース

1、1 月雪山、日光「社山」で小野寺さん途中敗退する。そろそろ歳かと思わせたが、4 月

谷川岳芝倉沢下降で復活。

2、総会でバスハイクの漢字が決まらず、石井会長が幹事に名乗り出る。これを避けるた

めに浅井さんが幹事に名乗り出る。会員の積極性を望む。

3、4 月残雪の谷川岳登頂後に一ノ倉岳へ縦走し、雪の芝倉沢の下降をする。

4、5 月尾瀬沼テント山行で、宮地さんの酔っ払いとおしゃべりに全員悩まされる。噂には

聞いていたが、宮地さんも大した者だ。

5、嶋田さん入会前のお試し山行に、いきなり日和田山の「岩トレ」に挑む。

山崎寧子さん入会後直ちにリーダーとして山行計画書を提出。今までに例の無い新人の

入会である。今後の活躍を祈る。

6、今年は例会見学者と新人会員が大幅に増加する。ロートル会員は新入会員の名前が覚

えられず四苦八苦。大変嬉しい事であり、インターネットと新しいホームページの威力

を感じる。

7、谷川岳東尾根 18 時間行動で行動時間更新（今までの記録は 17 時間）ガスに巻かれビ

バーク、翌朝起きてみれば山頂直下の山道の脇であった。小屋に行けば寒い思いをせず

にすんだのに、残念でした。

8、今年は遠方の遠征登山が多かった。5 月佐渡ドンデン山、6 月四国百名山、6 月東北の

白神・八甲田山、7 月北海道百名山 3座、8 月神津島の天井山、9 月羊蹄山、10 月札幌

周辺 3 座、10 月中国四国百名山の 8 回となる。

9、沼田さん水無川本谷、葛葉川本谷、水無川源次郎沢、西丹沢マスキ沢、尾瀬中ノ枝沢、

5本の沢を登り、山の会年間沢登り記録を樹立する。

10、石井さん常念岳登頂で念願の「日本百名山」登頂達成、参加者全員にビールを奢り乾

杯。

2015 年 12 月

独断と偏見の十大ニュース
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編集後記
今年もあとわずかとなりました。皆さんはどんな一年でしたか？

今号の松浦さんの投稿〝山の歌「いつかある日」について〟を読みましたか？

私はこの原稿を読んだ時、とても胸が痛くなりその感想を松浦さんに伝えたところ松浦さ

んからのお返事は「人生、勇気と情熱がないとダメですよ」ということでした。

さて、私には「勇気」と「情熱」が足りているのでしょうか・・

私事ですが、この一年いろんな変化がありました。

4 月に職場を変わり、5 月に愛犬を失い、仕事のプレッシャーと寂しさで心が折れそうに

なりながら、週末には山へ行き自然と仲間にエネルギーをもらうという、精神のバランス

を崩しそうになりながら、毎日を過ごしてきました。

そんな時「勇気」と「情熱」という言葉にはっ、としました「私はどこに向かっているん

だろう・・」まだまだ答えは見つからない（もしかしたら、ずっと見つからないかもしれ

ません）

ただ、一日一日を思いやりを持って大切に過ごして行きたいなと今、思っています。

今号で 3 回目の「てんとさいと」の編集となりました。

沢山の原稿、ありがとうございました。

編集者の特権として皆さんのカラー原稿を誰よりも最初に読ませていただいています。

それぞれ個性があってその人その人の「ひととなり」がちょっぴり垣間見えて、楽しいで

すよ。

皆さん、「てんとさいと」の編集に挑戦してみませんか？

「勇気」と「情熱」を持って！ K.N
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