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コ ー ル 
 

 

 

草加に住んで 42 年がすぎました。知らない土地で子育て、20 代～30 代と子供中心に過ご

してきました。 

40代になり子供達の手が離れ、友との出会いから山を楽しむ様になりました。 

関東に住んで交通の便利さに気づき年 1 回は、北は北海道から南は屋久島と出掛け、もちろ

ん関東の山も楽しみました。 

50代を過ぎると、ふるさとへ Uターンする友、家族の変化もあり、山から遠ざかっていた

時、60代で草加山の会を知りました。畑野仁美さんの一言です「ちょっと例会にきてみない！」

と言ってくださった事です。 

入会から 5年を迎え、山の楽しさ、花の美しさ、同じ趣味の仲間と過ごす喜び・・・ 

感謝しています。 

山は辛いけど、達成感を味わい、心の栄養を蓄え、歳を重ねても、ぼちぼち、のんびりと

楽しみたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    澁谷 久美子 
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山　行 日　程 山岳名 リーダー 参加者

戦場ヶ原 浅井（祐）、小林（い）、小野寺、松田、平野、新島

（雪上ハイク） 森（り）、四宮、村上

個 3/4～3/5 霞沢岳 鈴木（勝） 松浦、山口（裕）

個 3/5 那須朝日岳東南稜 長田 沼田

個 3/5 高尾山北陵 八並 鈴木（廣）、小林（真）、平野

個 3/13～3/14 熊野岳・刈田岳 山本 和田、小野寺、阿部、小宮、新島、兼堀（善）

個 3/18 割鍋山 畑野（順） 浅井（昭）

澁谷、浅井（祐）、兼堀（善）、兼堀（恵）、畑野（仁）

中島、出口、芳野、平野、八並、江崎、鈴木（廣）

松井、森（花）、廣瀬

下川、芳野、小野寺、尾崎、山﨑(正)、松田、畑野(順)

畑野(仁)、澁谷、森(花)、村上、鎌田、宋、鎌形

下川、木原、山﨑(正)、杉山、兼堀(恵)、杉山、江崎

出口、中島、和田、浅井(祐)

小林（い)、小野寺、小林（真）、鎌形、阿部、山本

兼堀（恵）、出口、黒澤、中川、平野、下川

個 4/2 釜ノ沢五峰 浅井（昭） 兼堀（善）、新島、畑野（順）

個 4/8 蜂城山 井口 染谷、関口、張替、殿塚、三浦

個 4/8～4/9 角田山 畑野（順） 兼堀（善）、新島、小野寺、小林（い）、畑野（仁）

個 4/14 伊吹山 山﨑（正） 下川

個 4/16 六万騎山 森（律） 井口、兼堀（善）、三浦

八並、畑野（仁）、山本、戸塚、小林（い）、大門

三浦

鈴木（廣）、浅井（昭）、染谷、澁谷、畑野（順）

平野、四宮、鎌田、青木

個 4/27 古峰ヶ原（横根山） 芳野 澁谷、下川、山本

鈴木（廣）、森（律）、出口、新島、浅井（昭）、宋

四宮、廣瀬

個 4/30 富士山 長田 会員外1名

個 5/2 三頭山 八並 平野、畑野（仁）、大門、木原

個 5/2～5/5 伯耆大山 兼堀（善） 兼堀（恵）、新島、澁谷、森（律）、浅井（昭）

山本、鎌形、山口（祐）、森（花）、三浦、鈴木（勝）

殿塚

個 5/8 日光大山～霧降の滝 八並 平野、松田、木原、張替

個 5/14 セドノ沢右俣 山口（祐） 会員外3名

会 5/14 高尾山 出口 小野寺、鈴木（里）、畑野（仁）、森（花）、殿塚

個 5/15～5/16 立山雄山 浅井（祐） 山﨑（正）、鎌形、大門、出口

個 5/20 尾瀬沼 畑野（順） 畑野(仁)

松浦、山口（裕）、鎌形、新島、出口、村上、四宮

山埼（寧）、宋、会員外1名

個 5/21 大菩薩峠 浅井（祐） 下川、兼堀（恵）、中川、廣瀬

会 5/21 塔ノ岳 石井（美） 八並、兼堀（善）、澁谷、森（花）

個 5/27～5/28 甲武信岳 畑野（順） 四宮

小林（い)、鎌形、阿部、畑野（仁）、平野、染谷

鈴木（廣）、大門、浅井（昭）、兼堀（善）、木原

森（花）、兼堀（恵）、澁谷、八並

個 5/28 男体山 新島 森（律）、尾崎、青木

中川岩殿山3/19会

個 5/4～5/6 景鶴山 松浦

個 4/23 両神山 兼堀（善）

会 3/4 畑野（順）

個 3/30
江戸散歩 吉田松陰
遺跡巡り

松浦

個 3/25 沼津アルプス縦走 新島

個 3/29 鋸山 澁谷

個 5/27～5/28 中山道（NO.11） 石井（美）

個 4/14 蕨山 山口（裕）

個 4/29 谷川岳 浅井（祐）

リ 5/20 広沢寺（岩トレ） 沼田

山行実績（2017年 3月～5月） 
リーダー部・機関誌部 
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記：山口 裕史 

草加山の会に入会して早いもので 9 年が経ち、すっかりと中堅会員となった今日この頃。

私は山に登ると「てんとさい」掲載にかかわらず記録を書いていますが、“心に残る山行”を

選ぼうと記録を振り返ってみました。9年で積み上げてきた山行 322回、日数 448日、9年間

で１年以上も山に入っているんだなと思うと驚くべきことです。これだけ登ってこれたのも

草加山の会の諸先輩方と“登り”“下り”“泊り”“飲み”一緒にし、時には苦しみ、楽しみ、

感動を分かちあい山と人の魅力を感じられたからだと思います。山行にはそれぞれに思い出

があり“心に残る山行”は全山行と言いたいですが、会に入るきっかけの山「三つ峠」が私

にとっては一番貴重かもしれません。 

 私が入会を考えたのは 2008 年冬、その頃は春夏秋の山に登り魅力を感じ始めた頃。当時、

冬は富士五胡で富士山を見るのが好きで、足を運んでいましたが、富士山だけでなく御坂山

塊の白い峰が気になってきた頃。新田次郎氏の山岳小説を読み始めた事もあり、冬山登山へ

の憧れが募る一方でした。2/16にダイアモンド富士を愛でに山中湖に行くついで、意を決し

て雪山に登ることを決めたのが冬山登山入

門の「三つ峠」でした。 

 単独でしたが入山者は多く雪山に対する

心配も薄まり、トレースの導かれ心躍らせ

ながら山を登ると、氷点下ながら汗をかく

ほどで、冬の寒さもむしろ心地良かったの

を覚えています。天下茶屋から歩くこと 1

時間 20分で山頂にたどり着きました。そこ

では富士山と南アルプスの白銀の峰が目に

飛び込んできました。冬の張りつめた空気

がシャープでクリアで美しい絶景を生み出

します。三つ峠で冬山に魅せられてしまい

ました。 

冬山に登りたい、でも自分の力量では雪

山は心配、だから自分のスキルを上げねば

と思いネットサーフィンで見つけたのが、

山本さん制作の「草加山の会ホームページ」

でした。皆さんから教わったこと、草加山

の会から教わったことに少しでも恩返しが

できるように、今では会の事務局兼ホーム

ページ担当として、私と同じ思いで入会したいと感じてくれるようなホームページ制作を目

指し山本さんの意思を受け継ごうと頑張っています。新しい会員の皆さま、春夏秋の山も良

いですが、冬の雪山は全く違った魅力がありますよ。せっかく入会されたなら、ぜひ楽しん

でもらいたいものです。 

  

心に残る山行 初めての雪山三つ峠 
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第 43回 総 会 報 告 
運営委員会 

 

1 平成 29年 3月 26日（日）13時から草加商工会議所会館にて開催された           

2 資格審査 会員 60名（28年度入会 4名 退会 12名）、出席 54名、委任状 6名 

  ・28年度入会者 四宮、西尾、村上、廣瀬 

  ・28年度退会者 加藤、上原、千葉、柳瀬、西尾、磯川、本山、宮地、金野、田村 

鈴木（茂）、牛山 

3 議長選出 議長は染谷さん、書記は運営委員担当の提案があり承認された 

4 平成 29年度役員選出 

 

 ［会長］兼堀（善）、［副会長］鎌形、［事務局］山口（裕）、［リーダー部］松浦、長田 

 ［装備］沼田、［県岳連理事］沼田、［会計］四宮、［会計監査］畑野（順）、     ［会

場係］平野 

 ［機関誌部］山崎（寧）、松田、村上、畑野（仁）、［HP管理］山口（裕） 

［運営委員会］兼堀（善）、松浦、石井、長田、山口（裕）、鎌形、山崎（寧）、    浅

井（祐） 

 

5 埼玉県山岳連盟加入の決議 

  沼田さんから趣旨説明があり、全員の賛同得て連盟加入が承認された 

6 会山行 月 2回実施、山行計画はリーダーに一任、計画案は二ヶ月前に提出する 

 

5月  出口 石井（美） 11月  小林（い） 木原 

6月  浅井（昭） 染谷 12月  八並 小野寺 

7月  浅井（祐） 下川 1月  松浦 張替 

8月  黒澤 松井 2月  山本 阿部 

9月  杉山 和田 3月  鈴木（里） 中島 

10月  井口 芳野 4月  新庄 尾崎 

 

7 会員バスハイク 飯綱山・戸隠山に決定、10月実施の予定 

  ［実行委員長］四宮慎太郎、［実行委員］畑野（順）、森（律）、出口 

8 公開バスハイク 霧ヶ峰に決定（7月実施） 

  ［実行委員長］長田一樹、［実行委員］三浦、尾崎、新島 

9 装備品購入 テント 1張（7～8人用）、ザイル 2本（8mm）の購入が承認された   

10 会則読み合わせ 

   一章から六章、山行規定、遭難対策規定、車両使用規定、他を説明した  

以上 
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北横岳～三つ岳 
記：尾崎 あや子 

 

日  程：平成 29年 2月 25日 

メンバー：Ｌ浅井(ゆ) 山口(敏) 新島 尾崎 

コース ：草加～首都高～中央道～諏訪南 IC～ピラタスロープウェイ駐車場 

     9:15坪庭よりスタート⇒10:10北横岳ヒュッテ⇒10:29北横岳山頂⇒ 

10:48北横岳ヒュッテ⇒12:50雨池峠（三ﾂ岳経由）⇒12:56縞枯山荘⇒ 

13:12山頂駅 

 

冬が来ると一度は雪山に行きたくなる。特に北横岳には心惹かれる。 

樹林帯の樹氷と紺碧の空。ロープウェイのお蔭で山頂駅から一時間

程度で眺望が素晴らしい山頂に着く。 

 諏訪南 ICで降りピラタスロープウェイ駐車場へ。 

ロープウェイに乗り７分程度で山頂駅に着く。身支度をして雪をか

ぶり平原の様になった坪庭を左回りに歩き出す。アイゼンを履いた

靴が雪をｷﾞｭｷﾞｭとかむ音がする。 

いよいよ横岳ヒュッテに向かう急坂のポイントに着く。樹林帯が

雪をかぶりモンスターの様になりその上を見上げると八ヶ岳ブルー

の空。 

途中三ツ岳分岐を通過し、横岳ヒュ

ッテに到着。沢山の人が休憩していた。

急坂を 10 分程で山頂に到着。360°ビュー。北アルプス・噴煙

を上げる浅間山・秩父の山々「三ツ岳 雨池峠」の分岐まで引

き返す。こちらまで足を延ばす人は少ないがトレースがあり静

かな山歩きが出来た。三ﾂ岳の三峰から一峰の通過は岩場でアイ

ゼン付けての岩歩きは少々危険だった。雨池峠へは下り坂が続

きまた登りと峠を通過し後は平坦な道を歩きながら縞枯山を見

ながら縞枯山荘を通過し山頂駅に戻ることが出来た。今回も期

待通りの楽しい山行が出来ました。 

今回途中で消えかけたこの山行でしたが、祐子さんのお蔭で

復活。又車を出し運転して頂きありがとうございました。また

参加された皆さんこれからもよろしくお願いします。 

一年ぶりに山の会に復帰が出来、これからも楽しい山行が出

来ます様に！！ 
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日和田山～（奥武蔵低山縦走） 

記：兼堀 恵美子 

★日  時：2月 26日（日） 

★メンバー：Ⅼ兼堀（善）、木原、鈴木（廣）、松井、澁谷、鎌形、兼堀（恵）、廣瀬（お試し） 

★コース  

 6時 25分南越谷駅改札集合 

 南越谷 6:36＝新秋津 西武池袋線秋津 7:22＝所沢＝高麗 

 高麗駅～日和田山～高指山～物見山～北向地蔵～ユガテ～東吾野駅 

 

 田部井淳子さんがこよなく愛したという（日和田山）をテレビで放送されてから行ってみ

たいと思っていました。 

当日は天気も良く、風もないので 2月にしては絶好の登山日和でした。高麗駅に着くと[天

下大将軍]と[地下女将軍]と書かれた二本の大きなトーテムポールが建っていてビック

リ！！ 

高麗駅から小道を歩いて行くと巾着田との分かれ道になり、左の日和田山登山口方面へ行く。

登山口からしばらく雑木林を登って行くと鳥居があり男坂と女坂に分かれ、私たちは男坂を

行く事にしました・・・ちょっとスリルある岩登りを体験する。お試し山行の廣瀬さんはド

キドキしつつも楽しかった様でした。金刀比羅神社から一登りで日和田山山頂到着。低山な

がら眺望が良く、テレビで映っていた通りでした。まだまだお昼には早いので、高指山～物

見山へと向かう。天気も良く低山縦走楽し(^^♪  

リーダーの予定では北向地蔵から下る予定でしたが、まだまだ時間に余裕があるのでユガ

テまで行く事に・・・ユガテでスープを作り、ゆっくり昼食をとりました。途中で買った菜

の花を鎌形さんが茹でてくれ、とても美味しかったです。50分程登ったり下ったりして東吾

野駅へ到着。 

リーダー、参加された皆さんとても楽しかったです。有難うございました。 

尚、お試し山行の廣瀬さんは 42歳の若さとバスケットボールで鍛えた体力で草加山の会の

（期待の星 ）になる事間違いないと思いました。頑張ってくださいね！！ 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

     ＜日和田山山頂＞             ＜トーテムポール＞ 
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浜 石 岳 (707. 4ｍ) 

記：山﨑 正夫 

【ﾒﾝﾊﾞｰ】Ｌ.澁谷、山﨑(正)、杉山、兼堀(恵)、下川、江崎 

【日 程】2017年(平成 29) 3月 1日(水)   

草加駅 5:40→5:49 北千住駅 5:53→6:04上野駅 6:20→8:19熱海駅 8:23→8:41沼津

駅 8:44→9:17由比駅→タクシー→9:40青少年野外センター9:52～10:45 

浜石岳山頂 11:30～12:15 青少年野外センター～開花亭で桜エビ～由比駅 14:54→

15:50 熱海駅 16:06→17:49上野駅→北千住駅→草加駅 

【経 費】交通費＝JR青春 18切符 2,370円(１人当たり)、東武鉄道＝250×2＝500円 

        タクシー＝1,810円(１人当たり)  合計＝4,680円 

 

リーダーの澁谷さんがＪＲ青春 18 切符を使って浜石岳に行こうと計画していただきまし

た。 

5 時 40 分に草加駅を出て、乗換をしながら由比駅に 9 時 17 分に着いた。車窓から富士山

がくっきりきれいに見える。車中、ＪＲ青春 18切符で途中 1泊して大山まで行くという若い

男女の 2人連れに会う。 

由比駅でタクシー2 台に分乗し、車道の終点の青少年野外センターまで行く。途中、柑橘

類の実が鈴なりになっているのが見える。 

ここから山道を歩いて 50分程で山頂に着く。途中アセビの群生地がある。 

山頂では富士山は意外に遠く山頂部分だけが見えた。富士山の見え具合から、薩埵峠（さ

った峠）よりも桜エビとのリーダーの命令。山頂にいるのは我々だけなので、ベンチで軽い

食事を摂る。間もなくして 5 人のグループが来る。ゆっくりしてから、青少年野外センター

まで歩き、そこからは朝タクシーで来た車道を町まで歩く。途中放棄された夏みかんを観賞

したり、無人販売所でポンカンや葉物を買ったりしながら下る。タクシーの運転手さんに教

えてもらった美味しい桜エビを提供する割烹旅館西山・開花亭に着く。ここで美味しい桜エ

ビのかき揚をいただく。さっぱりした揚げ方はさすがだ。 

東海道の由井宿の面影の残る旧道を歩いて由比駅に着き、帰路に着く。 
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再びの霞沢岳山頂 

北アルプス・霞沢岳・西尾根ルート登攀   松浦 剛 

1、期  日：2017年 3月 3日（金）夜～5日（日） 

2、場  所：北アルプス霞沢岳・西尾根ルート 

3、メンバー： Ｌ，鈴木（勝）、山口（裕）、松浦 

私は山登りを初めてから、登りたい山で最後に残ったのが霞沢岳であった。雪の在る時に

登りたかったので、体力的に考え 69歳の 5月とした。松浦、鈴木、小野寺、山口の 4人でト

ライしたが、徳本峠から雪稜を往復 13時間、帰りは雷雨でびしょ濡れとなり、やっとのこと

で天幕にたどり着いた。あれから 6 年いささか体力にも自信がなく、鈴木、山口の両君に助

けられての山行であった。 

4、記  録 

3 月 3日（金）晴れ 

夜 10 時 30 分頃、梅島駅で鈴木君の車に同乗し東京を後に、上高地手前の沢渡に向かう。

夜の中央高速は流れが良く、一度サービスエリヤに入ったのみで、松本に着く。 

 

3 月 4日（土）晴れ 

3時 00分、沢渡着。大きな駐車場に天幕を張り直ちに寝る。以外に駐車の車が多い。 

8時 00分、沢渡発。無理やり冷たい朝飯を腹に詰め込み、トイレに行って出発する。 

15分程で予約してあった坂巻温泉の駐車場に着き、直ちに出発するが以外にもタクシーが通

り、これに乗り釜トンネルに向かう。20 分は節約できた。料金は 900 円であった。5 分程で

釜トンネルに着き、下車すると入山チェックの係員に登山内容の質問を受け、山行計画書を

出して、トンネルに入る。新しい釜トンネルに入り、歩き始めて直ぐに、松浦のピッケルが

無い事に気付く、トンネルの入山係員にタクシーにピッケルを忘れた旨を話し、先を急ぐ。

ピッケルが無ければストックで代用する事とする。 

トンネルの中は坂道となっているので、ゆっくりと歩く。 

9時 20分、思ったより早くトンネルを抜けるが、目の前には上高地トンネルが現れる。昔

は無かったが、雪崩が多い場所なので、危険回避のためトンネルを掘った様だ。 

この時に後ろから車が来て、窓から私のピッケルを渡してくれる。タクシーとうまく連絡が

取れたようで助かった。上高地トンネルを抜けると目の前に焼岳がすっきりと白い山容を見

せていた。少し歩くと登山開始点に着く。 

 

9時 45分、登山開始。雪が締まっているので、ワカンは置いて行く事とする。アイゼンを

付け、目の前の急斜面を尾根稜線目指して登る。尾根に出ると眼下に上高地と真っ白な穂高

連峰が目に入る。此れからは雪の急斜面を嫌というほど登らされ、うんざりする。樹林帯の

雪の急斜面ではあるが、中々厳しい登りが続く。 

10時 45分、高度 1680ｍ地点に着くが、1時間で 180ｍしか上っていない。実に厳しい登り
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であり、先が思いやられる。時々稜線に出ると木々の間から、素晴らしい穂高連峰が見える

様になる。明神岳、前穂高、吊尾根、奥穂高、西穂連峰が見事に白銀の峰を輝かせている。

後は押して知るべし、厳しい雪の急斜面をひたすら登る。途中高度 1900ｍ地点で一張り天幕

があり、他にも張れそうだったが、我々は明日の事を考え 2000ｍ地点に天幕を張る事とし、

目の前の樹林帯の急斜面を登るが、実につらい登りであった。西尾根にはテント場としての

平らな所は無かった。 

13時 30分、2090ｍテント場着。予定より 30分遅れだが、実によく登ったものである。尾

根上の少し傾いた場所を、スコップで慣らし平らにし天幕を張る。天幕が道を塞いでしまっ

たので、少し下をラッセルして踏み跡をつけ、雪道とする。何とか厳しい初日を終え、ほっ

とする。後はゆっくり酒飲み、楽しい山の話に花が咲く。こうして天幕の中で酒を飲みなが

ら、気の合った山友達と話をするのは、山登りの中で最も楽しい時だ。16時頃から肉、野菜、

キノコの入った、豪華なナベを囲み、酒を飲み、その後に夕食とする。私もこの日は体調が

良かったのか、結構酒が飲めた。 

20 時 00 分、シュラフに入る。明日は 3 時起き 5 時発とする。今日の雪の急斜面の疲と、

酒が入り皆よく眠れた様である。満天の星空であった。 

 

3 月 5日（日）晴れ、山頂付近はガスと強風 

3 時 00 分、起床。直ちに食事の用意に掛かる。朝はシュラフやエアーマットを畳んだり、

面倒なことが多い。昨夜の美味しい汁に山口さんの炊いたご飯を入れ、おじやにして食べた

が、実に美味しかったので、十分に食べて出発出来た。 

5時 15分、天幕発。ヘッドランプを付け、尾根を忠実に上り詰める。益々雪の急斜面が多

くなり、やがて樹林限界を越すと尾根は細くなり、雪稜となり両側が切れ落ちる様になる。

雪稜を登り詰めると問題の岩峰が現れ、2 パーティーほど詰まるが、余り遅れもせず順調に

登り終え、雪稜を登ると少しずつ尾根幅が広がり、風が強くガスが辺りを覆い、寒気が厳し

くなる。幅広くなった尾根をひたすら登り詰めると山頂となる。 

  

    ガスと強風の霞沢岳山頂              山頂より下山 

8 時 30 分、山頂着。思ったより早く着くが、風と寒気で厳しい山頂であった。3 人で雪の

割れ目に身を隠すと、多少寒さも防げたが、私のカメラは全く動作せず、気温はマイナス 10℃
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以下であろう。40分程山頂で待っていると、徐々に天候が回復し、時々青空が覗く様になり、

南方に乗鞍岳の幅広い白い山波が見える様になる。 

やがて目の前に穂高連峰が白銀の峰々を輝かせて、大空に聳える様になる。素晴らしい展

望となり、山頂に登った喜びを感じる。 

  

      山頂よりの下降            雪稜を下降する 

9時 40分頃、名残惜しく山頂を後にし、雪の斜面を下降する。やがて雪稜となり慎重に下

降すると岩峰となる。岩峰をアップザイレンで下降し、硬い雪の斜面にピッケルのピックを

差し込み、アイゼンで慎重に下降し、難所を切り抜ける。雪稜を下降すると、やがて樹林帯

となり急な斜面を下降し、天幕場にたどりに着く。直ちに天幕をたたみ、荷をザックに詰め、

急いで下降に掛かる。重荷の下降は大変で、樹林帯の雪の急斜面を２度ほどアップザイレン

で下降する。私は急斜面を後ろ向きで下降するほど疲れていたが、何とか上高地にたどり着

く。 

14 時 40 分、上高地登山口着。此れで一安心であるが、私の足はかなり疲れていたので、

多少下降気味な車道もゆっくり歩き、何とか釜トンネルの出口にたどり着く。 

15 時 40 分、釜トンネル入口着。タクシーで坂巻温泉に行き、露天風呂に入り、厳しかった

山の疲れを取る。雪景色の中の露天風呂も久しぶりだが、良いものである。 

厳しいルートではあったが、この歳で再び霞沢岳の頂に立てた事は大きな喜びである。 

    

   

 

 

 

 

 

 

 

             

穂高連峰と明神岳 
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戦 場 ヶ 原 

                                                              記：畑野 順二 

◆山行日：2017年 3月 4日（土） 

◆山行者：L畑野順、畑野（仁）、四宮、小野寺、松田、新島、村上、浅井（祐）森（律）小

林いつ子 

◆コース：松原団地 6：27＝東部日光＝赤沼 9：55…展望台 10：50…小田代原バス停 11：30

…赤沼 14：20…東部日光＝新越谷 

 

初めての会山行で、何処に行くか悩

みました。ほとんどアップダウンがな

く、スノーハイキングが楽しめる戦場

ヶ原に行くことにしました。 

 

赤沼で、ワカン・スノーシューをつ

けて出発です。 

天気が良く、風もなく歩きだして、

30 分で暑くなり服を脱いで歩きます。 

小田代歩道を歩き小田代原バス停にきました。ここで、チョイ飲みとキノコスープと昼食

です。自然研究路で、赤沼まで帰りました。 

東武日光駅でビールを買いたかったが、電車の乗り継ぎが良すぎて買えません。電車は、 

4人対面に座るイスなので、二次会で少し酔ってしまいました。 

楽しい山行が出来て同行いただきました、方々有難うございました。 
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高尾山北陵（陣馬高原下～八王子城跡博物館） 

 

記：小林 真一 

山 行 日 2017年 3月 5日. 

メンバー L.八並絹代、平野祥子、鈴木 廣、小林真一 

行  程 南越谷 6：36＝高尾（北口）8：09＝陣馬高原下 8：45 

陣馬高原下出発 9：00…底沢峠 10：08…堂所山 10：33…関場 11：35 

…杉の丸 13：00…富士見台 14：20…八王子歴史資料館 16：00 

バス乗車 16：20 （行動時間 7：00） 

 

報告に入る前に、チョット驚いた、3 月 4 日の新聞で「無謀な登山抑制できる」の見出し

で、埼玉県が山岳ヘリ救助で 5 万円徴収する案が載っている、議会でどのような展開になる

のか注目するところです。 

また、5日の山行日に帰宅して、ヘリの事故で「9人乗り訓練中墜落」を見るのです。我々

はヘリの恩恵に遭うことばっかり考えて行動していて「便利な物」としか考えていません。 

しかし、現実はヘリコプターの訓練は大変な様で、銭はかかるし操縦士はいないそうです。

この度の訓練で亡くなられた方はたった一人の山岳ヘリ操縦士だったとの事です。 

地震時にやって来たヘリは沢山あったのですが、山では無理なのでしょう。便利な事ばか

り考えるのはやめて、自身で活動する山の旅を楽しみたいものです。 

 

山の報告としては、この高尾山北陵は、利用者も少なく人気のないところの様ですが、充

分歩くことができて、静かで取り付き易く山を味わえる山ではないでしょうか。 

行動時間は 7 時間でしたが天候に恵まれ楽しい気分でした。でも下草の多さや、道の荒れ

が厳しく、簡単ではありません。こんな山も時には良いと云う程度ですが、山に飽きたら出

掛けるのも宜しいです。 

参加された方々は仲良くでき、メンバーの一人が誕生日で酒場に寄れなかったのが残念と

しか言えません。リーダーの八並さんとメンバーに感謝を致します。 

 

 

  

底沢峠 八王子城跡自然公園 
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那須 朝日岳 東南陵 

3 度ほど計画したが全て中止！一度は現地まで行ったが強風で人が飛ばされて敗退、その

他も天候不良で中止でしたので、今度は天気が落ち着く 3 月にしようと計画して 3/5 に行っ

て来ました。                             （長田 一樹） 

 

草加 5時 30発→8：45大丸駐車場 9：05→取り付き下降点 10：25→10：30取り付き 10：40→

懸垂下降点 11：45→登攀終了点 12：20→頂上直下スラブ 13：00→頂上 13：15→トラバース

地点 13：40→茶屋 13：50→大丸駐車場 14：45 

      

「大丸をおまると読むんだ！初めて知った」などと会話をしながら取り付きへ、沼田さん

と長谷川さんは着込み過ぎたようで、暑くて堪らなそうだったのでロープウェイ駅手前で一

度服装調整をする。 

今までの天気の悪さは何だったのかと思うくらいの快晴で、雪あるかな？と逆に不安にな

りつつ登り、朝日岳が見え始めると、やはり黒々としている(汗)一週間前の情報では未だ雪

バッチリとの事だったが、東南陵というくらいで東南面なので、ここの所の暖かさで一気に

解けたのだろう、取り付きから見ると稜線に雪も氷も無いが、気を取り直し準備整えて登攀

開始！ 

とはいえ雪も氷のないのでアイゼン痛めたくないから登山靴での登攀です(笑) 

脆いのでルート取り悩みますが上へ行くにつれてハッキリとしてきて難なく懸垂下降点に到

着、ロープ出して懸垂して、登り返しの 15ｍ弱ほどのルートを眺める、途中支点は無いので

ボールナッツをセットし脱落防止でスリングを伸ばしてクリップしてスタート！もう一個中

間でプロテクション取って登る、一部被ってはいるが、良く探せばホールドスタンスあるの

で不安なくリード終了して後続の沼田さんと長谷川さんを引き上げる。 

少し上がって大休止して、「もう頂上だね」などと話していたが目の前に見えたピークはピ

ークでなくて、その奥に未だありました(笑) 

頂上直下のスラブハフリーで登り、頂上で少し休んだら下山する。トラバース道も締まっ
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ていて雪崩の心配も無くサクサク降りて茶屋で最後の休憩をして駐車場へ戻る。 

   

 

鹿の湯を案内してもらい高温のお湯で温まり。お返しに瑞穂蔵を教えて、野菜とご飯大盛

りの遅いランチを食べてチーズガーデンで、お土産買って帰りました。 



 

- 15 - 

 

      

寒さがないと拍子抜けするくらいでハイキングかと思いましたが、待ち時間が長いと風避

けられる場所が無いので悪天候で慣れないパーティーだとかなり辛いと思います。 

この時はこのまま春になるのだと思ってましたので、あんな事故があるとは思いもよりま

せんでした。 

遭難された大田原高校の皆さんのご冥福を心よりお祈りいたします。 
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蔵王（地蔵山～熊野岳～刈田峠） 
 

記 新島 和子 

 

★日程 2017年 3月 13～14日 

★メンバー Ｌ山本、和田、小宮、小野寺、阿部、兼堀（善）、新島 

★コース 13日 蔵王山麓線リフト乗り場…ロープウェイ樹氷高原駅… 

蔵王山頂駅…地蔵山…熊野岳…刈田岳…蔵王ライザワールド 

 

英子さんからの電話「蔵王に行きませんか？平日だけど♪」 

平日・・いやっ休んじゃえ！スノーモンスターが見てみたい！てことで参加させていただき

ました。東北道～山形道～西蔵王高原ラインへ段々と雪山に近づいていく。天気はなんとな

く曇り☁ロープウェイを乗り継ぎ蔵王山頂駅に到着するころには、ちょっぴり青空☀も。初

めて目にするスノーモンスター素晴らしい！「ちょっと、くたびれてるね～」なんて声は耳

にはいらず、私はヒャッホー！すごいすごい！と感動しきり。 

ザクザク歩き樹氷の間を歩き始める、今ま

で経験したことが無いような雄大な雪山、広

いな～地蔵山から熊野岳に向かう太陽の周り

に虹色の輪！天気下り坂のサイン。明日は雪

になりそう・・リーダーの判断で明日の予定

の刈田岳まで本日、行くこととなりました。 

刈田岳頂上にある刈田嶺神社（奥宮）の鳥

居が風雪にさらされてオブジェとなっている。

上から見下ろす御釜は雪に覆われ真っ白。絶

景～！ 

 

さて、下山。あとは温泉に入って美味しい

ご飯＆お酒♪なんて夢見心地でしたが、そこ

からが長いこと長いこと。スキー場のリフト

で下るつもりが笑顔で断られ・・ひたすらス

キー場を下る。スノボのお兄ちゃん、邪魔し

てごめんなさいね～ 

二日目の予定もこなしてしまいました。後

はホテルで飲んで、歌って♪夜は更けてゆく。

楽しかったです！Ｌ山本さん、そして皆さま、

楽しい二日間をありがとうございました。 
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鍋 割 山（男二人旅） 
      記 浅井 昭光 

 

2017年 3月 18日（土） L畑野順二、浅井昭光 

コースタイム 草加(5：18）＝大倉（7：51～8：00）…堀山の家（10：06～10：15） 

      …花立小屋（11：00～15）…金冷やし分岐（11：23） 

      …鍋割山山頂（12：15～35）…後沢乗越（13：25）…大倉口（15：20） 

 

この三連休、お墓参りだけで終わるかと、はかない思いでいたが、畑野さんが鍋割山へ足

慣らしに行きたいというので私も訓練にと参加した。丹沢のバカ尾根（大倉尾根）は、ほと

んどが階段で整備されていて歩きづらいが、丹沢も暫く歩いていないこともあり喜んで参加

した。 

朝一番の列車に乗ったところ、意外と乗客が多いことに驚き、皆さん三連休でどこぞへお

出かけかと思った。今回は男二人ということで、さぞかし静かな山旅になると思っていたが、

丹沢のバカ尾根を若いグループがワイワイ言いながら中年のオジサンたちを抜き去っていく。         

クソ～！とはもう思う時期は過ぎていた。 

ただ「そんなに急ぐと山が逃げるぞ！」と心

で叫んだ。幾数百段の階段を登り詰めるとや

っと花立小屋に着く。 

下の方で抜き去って行った若者たちがまだ

そこにいてケロッとした顔で話をしている。 

花立まで来ると後もう少しだが、尾根に雪が

積もって滑りやすくなった。畑野さんは、二

本のストックで滑らないと思うが..と思った

瞬間私が滑った。金冷やしで道を折れてから

は雪が道をさらに覆い、安全のため軽アイゼ

ンを付けて歩くことにする。 

まもなく鍋割山に着いたが人の山で、みん

な鍋焼きうどんを美味しそうに食べている。 

私も食べたいと注文に行ったら、記帳に 27名、

10名、15名待ちと書いてある。1名と書いた

のは私だけで、少し待ったがこれではいつ食

べられるかわからないので諦めることにした。 

下りのコースはわりと快適で、天気の良い中を小鳥のさえずりを聞きながら大倉口へと下

山する。 

今回は、電車に乗っている時間が長いところだったが、男二人旅を終えて草加駅前で乾杯

し帰宅した。畑野リーダーお疲れ様でした。 
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岩 殿 山 （会山行・634ｍ） 
記：中川 水紗英 

 

山 行 日 平成 29年 3月 19日（日） 

メ ン バー L.中川、澁谷、浅井（祐）、兼堀（善）、兼堀（恵）、畑野（仁）、中島、 

出口、芳野、平野、八並、江崎、鈴木（廣）、松井、森（花）、廣瀬 

コ ー ス  大月 9：15～丸山公園 9：40～岩殿山 10：15～築坂峠 10：50～兜岩 11：30 

～天神山 12：00～稚児落し 12：45～浅利 13：05～大月 13：20 

 

参加者 16 名の内 9 名が岩殿山初登山でした。天気良好、朝から皆の顔から笑顔が見れる。

少し気持ちが高揚気味のようだ。 

大月駅から暫く歩くと高月橋で桂川の渓流を眺めながら山麓に辿り着いた。初リーダーの

私の肩に力が入り出した。丸山公園の桜は未だに蕾が固く残念でした。しかし、最高の青空

と程よいそよ風に恵まれた最高の山行日でした。 

ジグザク道を歩きながらも、天然岩を城塞として巧みに利用した景観に目を奪われる。 

鎖場に着くと足がすくんだが、此処は踏ん張りどころで何とか乗り切った。その時、ふと後

ろを振り返ると皆さんは軽々とこなしている上に「楽しかった」という声も聞こえた。 

天神山山頂で 20分程ランチ休憩を取った。リュックが軽くなったのと、軽くなった足で稚児

落しに向かった。剥き出した岩肌の上をスリリングに歩く。 

その後、急な下り坂が続いた。足元が滑らないように小幅で横向きで歩を進める様にアド

バイスを受けた。再度気を引き締めた。 

途中カタクリの葉だけが現れた。その時、私たちの脳裏にこの地をカタクリの群生の花で

満ちている姿が浮かび「ワーッ！」という声と共に笑顔が出た。景観スリル等、色々味わえ

たが花満開の岩殿山も素敵だなと思いました。 

最後に山の事は右も左も全く分からない私をリーダーとして形を整え下さった澁谷さん他、

今回参加して下さった皆様方に心から有り難うと思いました。 
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沼津アルプス縦走（鷲頭山 392ｍ） 

記：鎌形 瑞枝 

 

日  時：2017年 3月 25日 

メンバー：L.新島、下川、芳野、小野寺、尾崎、山崎(正)、松田、畑野(順)、畑野(仁)、 

      澁谷、森(花)、村上、鎌田、宋、鎌形 

コース ：草加 5：40==北千住 6：03==上野 6：20==熱海 8：23==沼津 8：41== 

     多比バス停 9：30―太平山 10：30―鷲頭山 11：30―志下坂峠 12：54 

     徳倉山 13：35―香貫山 15：46―黒瀬 16：15 

 

電車からの富士山が素晴らしく、近くに来ている感があり、山中での眺望が楽しみでした。

多比と書いて「たび」と読むとの事。住宅地を抜け、山中へ。低山ながらいきなり急登、一

枚脱ぎ、二枚脱ぎし、太平山をピストン。「おおひら」ではなく、「おおびら」と読むとの事。   

いくつものピークに惑わされ、11：30 鷲

頭山到着。昼食を取る。本日の難所とな

る長い下り、逆コースで登って来る人々

が多く、交わすのも大変でした。平の伝

説が山中にありました。沼津湾が見え隠

れする尾根を進む。そこかしこにトラロ

ープが掛けてあり、低山と、侮るなかれ、

一気に落とされたかと思いきや、急登が

待ち構えていた。沼津御用邸や千本浜の

きれいなカーブを眺めつつ、香貫山へ。 

リーダーは 2回来ているが、香貫山を踏

んでいないとの事。奥沼津アルプスもあり、

先は長いが香貫山に到達でき、大満足です。

ウバメガシ林があり、炭の原木との事。太

平山から香貫山まで、7つのピークがあり、

アルプスの名にふさわしい縦走路でした。          

薄紫のスミレ、シャガ、キブシ、ヤマブ

キ、四手コブシ､イチゴ、ヤブツバキ等の

花を見ることが出来ました。残念ながら、

富士山は最後まで姿を見せてくれません。 

青春 18 切符、沼津アルプスを初体験出

来ました。リーダーの新島さん、お試し参

加の鎌田さん、お疲れ様でした。  

 

大平山 

香貫山 
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鋸  山  (330ｍ) 

記：澁谷 久美子 

 

【ﾒﾝﾊﾞｰ】Ｌ.澁谷、下川、木原、山﨑(正)、杉山、兼堀(恵)、杉山、江崎、出口、中島 

     和田、浅井(祐)   

【日 程】2017年(平成 29) 3月 29日(火)  

草加駅 6:25→6:48ＪＲ錦糸町駅 7:00→7:36千葉駅 7:45→9:09浜金谷駅 9:20～車力

道コース～11:00 展望台～12:10浜金谷駅→東京湾フェリー12:25→久里浜→バス→

ＪＲ久里浜駅→石川町駅～中華街～石川町駅→北千住駅→草加駅 

【経 費】交通費＝JR青春 18切符 2,370円(１人当たり)、東武鉄道＋半蔵門線＝480＋250＝

730円、バス＝170円、フェリー＝720円  合計(１人当たり)＝3,990円 

 

ＪＲ青春 18切符を使っての鋸山山行。浜金谷駅から関東ふれあいの道を通り、地獄のぞき

を回り採石跡を見学し、フェリー乗り場への行程の計画でしたが、道を間違えて、帰りに通

る予定の車力道へと行ってしまいました。反省しています。（ごめんなさい） 

車力道は江戸時代から昭和 60年代まで房州石を山から降ろした道、1本 80ｋｇの石を 

3 本、ねこ車に載せて、女性が働いた道で、車輪跡が残っています。鋸山の歴史を感じられ

ます。 

地球が丸く見える展望台では、房総半島、東京湾を満喫して下山しました。 

12 時 25 分発のフェリーに乗り、かもめにせんべいをあげて楽しむ人、船内で船を満喫す

る人、ランチの中華街へと・・・・小さな旅を感じることが出来たでしょう？ 

中華街で食事を楽しみ、お土産を手に帰路に着きました。 

山はもちろん、車窓、フェリーと楽しんできました。 

同行してくださった皆様、ありがとうございました。 
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江戸散歩 「吉田松陰遺跡巡りと豪徳寺見学」 

期 日：平成 29年 3月 30日（木） 

参加者：L.松浦、小野寺、山本、小林（真）、阿部、小林（い）、下川、鎌形、黒澤 

兼堀（恵）、平野、中川、出口 

 

先に松陰遺跡巡りを歴史好きな人を対象に行いましたが、今回は江戸散歩として、皆さん

に参加頂き世田谷豪徳寺を含めて実施した。 

 

1、南千住日比谷線駅前の「回向院」見学。・・吉信ちゃん地蔵有。 

吉田松陰、橋本佐内、高橋おでん、水戸浪士（桜田門外の変参加で処刑）その他多く

の幕末の志士の墓在り。又杉田玄白が罪人の腑分け（解剖）をし「解体新書」を完成さ

せた遺跡あり。江戸時代の回向院の歴史を学ぶ。 

 

2、江戸傳馬町の牢獄跡と吉田松陰処刑遺跡の見学。・・日比谷線 

伝馬町牢獄は江戸の罪人を留める、江戸最大の牢獄。武士、医者、僧侶、平民、女、

など牢獄は部屋別になっていた。回向の為の寺が在り、記念公園となっている。日比谷

線の小伝馬町で下車し、駅のすぐ近くに伝馬町牢獄跡は在る。 

 

3、世田谷三軒茶屋の松陰神社見学。・・半蔵門線三軒茶屋下車・・世田谷線に乗る 

世田谷線の松陰神社前駅より松陰神社商店街を通り、松陰神社に行く。歩いて 5分程

で着く。立派な松陰神社を参拝し、再現した松下村塾見学、松陰と弟子や友人達の墓所

を見学する。隣接地に明治の総理大臣「桂 太郎」の墓が在り此れを見学する。松陰神

社は、江戸時代は長州藩の抱え屋敷であり、後に松陰神社となる。 

 

  

      松陰神社前にて            再現された松下村塾 



 

- 22 - 

 

4、世田谷「豪徳寺」の見学・・・・松陰神社より歩いて 15分程。 

豪徳寺は中世時代の城跡で、その中心部に豪徳寺が建設された。藩主井伊直孝 

の逸話で「招き猫」が有名で、井伊家の菩提寺となり、立派な寺となる。井伊直弼（大老）

の墓所が在りこれを見学する。井伊家の墓所は大変広く塀で囲まれており、    歴代江

戸で亡くなった井伊家の人々の墓が並んでいる。豪徳寺の「招き猫の逸話は、 井伊直孝が

豪徳寺の門前を通ると、猫が手招きしているので、寺に入ると大雨が降り落雷に見舞われ、

危うく難を逃れた事を直孝は喜び、後に豪徳寺を井伊家の菩提寺にしたと言われている。」

松陰神社より歩くと、わずかな坂道となっており、中世時代に世田谷城が高台にあり、この

城跡に豪徳寺は建設されたので、今でも豪徳寺は高台にある。 

 

5、吉田松陰とは 

松陰は秀才の誉れ高く、子供の頃から殿様に兵学の講義をするほどであった。大人にな

り日本全国を歩き、海岸の外国からの防備を考え、また多くの名士と交わり勉学した。江

戸に出た時に黒船が来航し、それを見学し外国の知識があった松陰は改めて黒船の威力を

感じる。翌年再び来航した黒船に乗り込み、海外で勉強する事をお願いするが、聞き入れ

られず、自ら幕府に捕まり牢に入れられ、長州の萩に送られる。牢獄生活の中で勉学し、

やがて出獄して叔父さんが開いていた、「松下村塾」を受け継ぎ、僅か 2年ほどで多くの子

弟に世界の趨勢と日本の現状を教える。松陰は最終的には幕府を倒し、新しい世の中を作

る事を考えるが、危険思想として藩内はもちろん、徳川幕府にまで伝わり、江戸に送られ、

安政の大獄で処刑される。松陰の思想は多くの幕末の志士達に伝わり、徳川幕府の崩壊を

速めた。松陰は江戸に送られる際に、村塾の壁に「松下村は貧しい村であるが、必ずや誓

って神国の幹とならん」と書きのこした。 

松陰が居たからこそ、高杉晋作、久坂玄瑞が現れ、長州藩が中心となり幕府の崩壊を速

めた。2 度にわたる長州征伐をしのぎ、徳川幕府を倒した長州藩、高杉晋作の力は大きい。

松陰が壁に書き残した通り、小さな松下村塾ではあるが、多くの人材を輩出し、神国日本

の幹となり、明治と云う近代国家を作っていった。伝馬町の獄舎で処刑された松陰の遺体

は、南千住の回向院に葬られるが、やがて高杉晋作が、南千住回向院から松陰の遺骸を掘

り起こし、世田谷の長州藩の抱え屋敷に運び込み葬った。長州藩の抱え屋敷は後に、明治

時代になり世田谷の松陰神社となる。萩の松陰神社のご神体は、松陰が長く使用していた、

硯であり、萩のお墓には遺髪が葬られている。吉田松陰と乃木大将は玉木文之進と云う、

同じ先生に学んでいる。乃木大将は子供の頃何時も「松陰の三分の一でも勉強すれば立派

な人に為れる」と玉木文之進から云われていたという。文之進は松陰の叔父さんで、子供

の頃から、山鹿流兵学や中国の古典を松陰に教えていた。「親思う心にまさる親心、今日の

おとずれ何と聞くらん」江戸での処刑を前にして、松陰が両親に贈った最後の言葉である。 

 

平成 29年 5月 18日 

  松浦 剛   
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釜の沢五峰 

                                                              記：畑野 順二 

◆山行日：2017年 4月 2日（日） 

◆山行者：L浅井（昭）、兼堀（善）、新島、畑野（順） 

◆コース：松原団地 5：30＝長若山荘 7：20…一の峰 8：00…二の峰…三の峰 8：20…四の峰

8：40…五の峰 8：55…竜神山 10：20…キャンプ場 11：00…長若山荘 11：20 

 

4月 1日～2日で安達太良山の計画でしたが、雪崩の事故が発生し中止になりました。 

変わりに秩父の釜の沢五峰に行くことになりました。地図を見ても釜の沢五峰と書いてなく、

さすがベテランのリーダーは、いろんな山をご存知と感心していました。移動中の車の中で

話を聞くと、夕刊に載っていて始めての山行だそうです。 

長若山荘について、駐車することをお願いし出発です。 

登山口は、長若山荘のすぐ横にあります。上にあがる道と沢沿いの道があります。山に登

るので上にいくと、沢沿いに行くように書いてありました。なら、入り口に書いてよ。 

けっこう急な登りを 40 分歩くと一の峰に

つき、次が展望台・クサリと書いてあったの

で巻いていきました。左の写真の所です。 

次に出てきたのが三の峰で、ヤッパさっき

の展望台が二の峰でした。後は順調に四の峰

を過ぎ登山口から 1時間 35分で五の峰までき

ました。その後も、小さなアップダウンの登

山道を歩きます。 

秩父の沢山の山が見えましたが、まったく

わかりません。皆様から教えていただきまし

たが、秩父の山はほとんど歩いてなく、すぐに忘れました。 

竜神山からの下りは長くやっとのこ

と、キャンプ場がある車道まで下りま

した。少し車道を歩くと 10台ぐらい駐

車できるスペースがあり、長若山荘ま

で帰ってきました。 

楽しい山行ができありがとうござい

ました。何箇所か岩場の危険な箇所が

ります。もし行かれる時は、十分に注

意して行ってください。 
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角 田 山 

                                                              記：畑野 順二 

◆山行日：2017年 4月 8日～9日 

◆山行者：L畑野（順）、兼堀（善）、新島、小野寺、小林（い）、畑野（仁） 

◆コース：松原団地 5：30＝角田海水浴場 9：00…桜尾根登山口 9：25… 

灯台コース分岐 11：15…角田山 11：25…灯台 13：45…角田海水浴場 13：50 

 

カタクリが見たいと言ったら、角田山が素晴らしいと聞いて行ってきました。 

新潟なので、すごく遠く感じますが、草加から 3時 30分で駐車場の角田海水浴場につきます。

穂高に行く時の沢渡駐車場より近いです。 

桜尾根登山口が、どこか分からず隣で準備している登山者に聞いて出発です。 

桜尾根登山口に着くと、地元の角田山を愛する方がおられ、スパイク長靴・ストックで桜の

根っこが痛んでほとんど桜が枯れて、地主が通行止めを検討していると、10～15分お話を聞

いて、やっと通過できました。 

少し登ると、一つ目の目的の花のユキワ

リソウが沢山咲いています。 

皆さん花をゆっくり見たり写真を撮っ

たりでノンビリ歩いています。 

あ～あ～ 雨がふってきて雨具を着て

歩きます。 

次に出てきたのが、二つ目の目的の花カ

タクリです。 

群生で咲いていて綺麗・綺麗と何度も言

い歩きます。 

他に、ショウジョウバカマ・イカリソウ・スミレなど見る事ができました。 

角田山の山頂は広く雨もや

んで、ゆったりと昼食です。 

帰りは灯台コースで帰りま

す。 

木道があり、急なくだりで、

雨あがりで、ぬれてグチャグ

チャで滑ってこけそうで、慎

重にゆっくりと下っていきま

す。 

灯台コースにも、カタクリ

の群生が咲いています。でも、

ユキワリソウは見てないよう
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な？？ 

灯台を過ぎて、無事に角田海水

浴場まで帰ってきました。 

角田山全体に花が咲いていいて

感動し、きて良かった。 

 

弥彦山には、明日、弥彦神社か

ら往復する予定でした。 

明日は、天気が悪いので、まだ早

いし本日行くことにしました。 

地図を見ると山頂近くまで、車で

行けます。そこからロープウェイ

みたいな乗り物で上がれば山頂はすぐです。 

 

4 月 9 日の朝食時に、今日はど

うする。 

小林いつこさんが、遠回りになる

が、花見山に観光に行かないかと

の提案がありました。 

何処にあるのかもまったく分から

ず、カーナビで探すと福島市にあ

ることが分かり出発です。 

花見山公園近くには、駐車場がな

く少し離れた駐車場に止めてシャ

トルバスで移動です。 

花見山公園の入り口につくまで

も沢山の花が咲いていて感動で

す。 

花見山公園の中には、サクラ・

ボケなど沢山の花が咲いていて

感動しました。 

これまた、きて良かった。 

小林いつこさんありがとうござ

いました。 

2 日間、楽しく花に感動して過

ごすことができました。参加して

いただきました皆様ありがとう

ございました。 
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春のお花見山行 
記：三浦 藤博 

 

① 南郷山～幕山 

◆山行日： 2017年 2月 25日（土曜日） 

◆天 候： 晴 

◆メンバ－：L井口、山口(裕)、三浦 

◆コース：JR北千住 5：52 ＝ JR上野 6：20 ＝ JR湯河原 8:14  → 9:08 五郎神社 → 10：

39 南郷山 10:42 → 11：36 自鑑水 → 11:56 幕山 13:00 → 14:00 梅林 → 14:45 幕山

公園バス停 ＝ JR湯河原 15:17＝ JR上野 17:03 ＝ 17:14 JR北千住 

 

「休日おでかけパス」（2670 円）を JR 北千住

駅で購入して、梅見山行に出発です。湯河原駅

からバスで登山口の鍛冶屋まで行く予定でした

が、バスが出た後で 30分以上待たなければなら

なくなり歩くことにしました。五郎神社にお参

りをして南郷山へと歩きだします。みかん畑、

ゴルフ場の脇を通り箱根竹の登山道を登ってい

きます。山頂直下の展望が開けたところでは、

眼下に真鶴半島、初島が望め最高の景色を楽し

むことができました。本郷山から自鑑水（年中水が涸れることのない池）に行く途中、笹が

ものすごく密集している場所で赤テープを発見。ちょっと冒険することに 3人の意見が一致。

肩幅くらいしかない笹薮の中の道をしばらく進みましたが、どうも星ケ山に続くような道だ

ったので途中で引き返しました。 

 幕山山頂は、多くの人で賑わっていました。ランチをする場所を取りあえずキープ。赤ワ

インと梅酒で乾杯！ 井口さんが作ってくれたスープを美味しくいただきました。大賑わいの

山頂を後にして幕山公園まで下ります。梅林の近くに来ると、見ごろのピークは少し過ぎて

いるようでしたが赤・白たくさんの花が目

に飛び込んできました。 梅林の中は、天

気もいいせいか沢山の観光客で大賑わい。

公園入り口で上を見上げると約 4,000本の

紅梅・白梅がまるで「梅のじゅうたん」の

ように見えます。通常は、公園入口で 200

円の入園料を払うようですが、山側から入

園したためか料金を取られませんでした。 

駅まで行くバスに乗るため、大勢の観光客
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が並んでいましたが、タイミングよく臨時便に乗ることができました。 

② 蜂城山 

◆山行日： 2017年 4月 8日（土曜日） 

◆天 候： 曇り 

◆メンバ－：L井口、染谷、関口、張替、殿塚(お試し)、三浦 

◆コース：JR南越谷 5：31 ＝ 8：07 JR勝沼ぶどう郷駅 8：15 ＝ タクシー ＝ 蜂城山登山

口 8:27 → 9:30 蜂城山山頂 9:40 → 10：35 神領山 10:48 → 11：28大久保山 → 11:30 

大久保山那賀都神社 12:00 → 13:00 石林寺 13:05 → 13:17 釈迦堂遺跡博物館 13:35 ＝ 

タクシー ＝ 13:48 天空の湯 16:00 → JR勝沼ぶどう郷駅 16:23 ＝ 18:58 JR南越谷 

 

幕山へ行った帰りに井口さんから『蜂城山

から見下ろす桃源郷は綺麗よ』と聞き、当日

を楽しみに・・・。自宅を出るときに雨が降

っていたので、少し天候が心配でした。 今回

も「休日おでかけパス」を購入して出発です。

「勝沼ぶどう郷駅」に着くと曇り空なので、

ホッとしました。駅からタクシーで登山口ま

で移動。登山口から山頂の蜂城山天神社まで

は、少しばかり傾斜のある参道を登っていき

ます。道端には神社の石灯籠が続き、黄色の

ダンコウバイが春を告げていました。道を塞ぐ倒木で、張替さんが頭皮を切るというアクシ

デントもありました。 

山頂に着くと、そこは一面霧の中。天候回復が望めないようなので、当初計画していた達

沢山まで行くことを断念。その途中の神領山で折り返して釈迦堂に下山することになりまし

た。釈迦堂の桃畑は、5～6分咲きといったところ。どうも満開まで 1週間位、早かったよう

です。残念ながら、桃の花の絨毯を見ることはできませんでしたが、釈迦堂遺跡博物館に行

く途中に立寄った石林寺のしだれ桜は見事で素晴らしかったです。 

下山時間が早かったため、タクシーでぶどうの丘まで行き「天空の湯」温泉に寄りました。

入浴後、私と井口さんの二人だけが約 200 種類のワインを揃えている貯蔵庫に試飲料 1,100

円を支払い入場します。リボンの付い

た銀の試飲皿を首から下げ、少量のワ

インを口に含みながら試飲を繰り返し

ます。少量のワインでも、ほろ酔い気

分になりました。自分好みのワイン探

しという面白い体験ができました。 

 桃の花はダメでしたが、駅前の桜並

木は満開で最高～！でした。桃のピン

クカーペットを見るまでは、通い続け
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る山になりそうです。 

伊 吹 山  (1377.1ｍ) 

山﨑 正夫 

【ﾒﾝﾊﾞｰ】Ｌ.山﨑、下川 

【日 程】2017年(平成 29) 4月 14日(金)  

米原駅 6:30→タクシー→7:00伊吹登山口・三之宮神社 7:10～7:45一合目～8:05 

二合目～8:45三合目～9:20五合目～10:40八合目～11:00山頂 11:15～12:05 

八合目～14:10伊吹登山口・三之宮神社・バス14:30→14:45近江長岡駅15:06→15:15

米原駅 

【経 費】米原駅から米原駅までの交通費  往路＝タクシー＝5,730円(2人) 

復路＝バス＝360円 電車＝240円 合計 3,465 円(1人当たり) 

 

思いたって伊吹山に行くことにする。ありがたいことに下川さんも一緒に行ってくれる。

山の近くで泊まりたいと思ったが、近江長岡駅近くには旅館も何もないらしい。やむなく米

原駅近くに宿泊先を求める。ところが、電話した定番の東横インは満室で取り付く島もない。

慌ててネットでホテルを探し、ホテルナレッジインを予約。食事を頼もうとすると、夕・朝

食共に提供していないというつれない返事。近くで食料を仕入れれば何とかなると諦める。

後程、登山口まで行って分かったのだが、登山口の回りには、みかどや旅館や民宿、伊吹高

原荘等泊まれば地元の風情を味わえる宿泊所が幾つもあり、残念！ 

早朝、米原駅から近江長岡駅まで行って、そこからのバスの始発便は 8時 45分と遅いので、

タクシーで登山口に行くつもりで計画を立てた。ところが、現地に行ってタクシー会社に聞

いてみると、米原駅も近江長岡駅も 8 時頃から配車し、その前は予約も受け付けないとのこ

と。これでは近江長岡駅で 8時 45分の始発バスに乗るのと変わりはない。下川さんが米原駅

前に客待ちしているタクシー運転手に朝の迎えを頼んでみる。運転手仲間で聞いてくれて、

幸いなことに迎えに行っても良いという厳つい格好の人がいた。翌朝、迎えに来てくれたそ

の運転手は色々現地の説明をしてくれて、見かけによらず親切な人だった。 

近くに来ると、伊吹山は石灰岩の山で、秩父の武甲山と同じように山腹を露天掘りし、ベ

ルトコンベヤーで運んでいるのが見える。 

登山口に着くと、方角的に露天掘りの様子は見えず、静かな三之宮神社と登山入口がある。

暫く歩くと伊吹高原荘に着く。暑くなったので，服を調整し、さらに進む。眼下に琵琶湖が

見える。五合目まではスキー場と草原を歩く感じ。五合目からは山が隆起して、道の傾斜も

きつくなる。登山道の両脇はつつじの樹がたくさんあり、花の季節にはさぞかし見事な景色

が広がることが容易に予想される。今はすみれが咲くのみ。 

頂上直下で、雪が分厚く残っている。雪に埋まった売店を過ぎると、雪のない頂上に出る。

中央アルプスが霞の向こうに見える。頂上標識の前で写真を撮り、少し離れた三角点を訪れ

る。往路を下り、無事、登山口に戻り、ビールを飲みながらバスを待つ。バスと 

ＪＲ東海道線の各駅電車で米原に戻り、食料と飲み物を仕入れ、新幹線に乗る。 

当たり前のことではあるが、花の百名山は、やはり、花の季節に行った方がより楽しいと
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思える山行になった。 
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記：浅井 祐子 

 4/14甲州高尾山  L.浅井ゆ 

草加 5:30= 勝沼/宮前 P8:10 - 大滝不動尊 9:00 - 甲州高尾山 10:30 – P12:30 = 帰路 

 勝沼の桃源郷は、まさしく夢をみているかのような美しさ。絶好のタイミングを見計らい、

車を飛ばし山上からこの美しさを独り占め。下山後は宮子さん行きつけの「ぶどうの丘」の

露天風呂からさらに桃畑を楽しむ。ピンク色に癒された気ままな一日でした。 

 

4/29 谷川岳/天神尾根  L.祐子、テル、鈴木廣、森律、新島、宋、四宮、出口、廣瀬、 

草加 5:30 = 土合 P8:15 + 天神平 9:05出 – 12:00トマの耳 – 下山完了 13:30 = ♨ 

  お馴染の残雪の谷川岳。初挑戦の方も居るので是非登頂を叶えたいところだが、天候が今

いち。行ける処までと覚悟を決めて天神平を出発。すると案の定、雨さらにはアラレがぽつ

ぽつと…。が体力を消耗させる風は無いので何とか山頂を目指す。幸運な事に山頂での休憩

中には青空のご褒美。悪くなる前にと早々に下山開始。腐った雪にザクザクとステップを効

かせ、又思い思いにシリセードを楽しみながら降りる。とゴロゴロ～と雷様のご登場。皆、

逃げるようにそそくさと天神平へと無事降り立つ。雪と戯れたひとときでした。 

 

5/15-16 立山/雄山 L.浅井ゆ、山﨑正、鎌形、大門、出口、 

5/15 草加 5:30 = 扇沢 P10:00 = 室堂 11:30 - 一の越山荘 13:15 (泊) 

5/16 小屋出 8:05 - 雄山山頂 9:30/10:15 – 小屋 11:30 – 室堂 13:00 = 扇沢 15:00= 帰路 

 余りしんどくなく標高の高い山に立てる山は？…という根性無しに成り下がりつつある今

日この頃の私であるが、好天にさえ恵まれれば大展望が手に入れられると言う訳で立山。 

GWも終わり扇沢から室堂に向かう道中にも静けさを期待したが、相変わらず外国人観光客で

ごった返していた。室堂はまだまだすっごい雪の量。初日は小屋までだからのんびり雷鳥で

も探しながら…とアイゼンを効かせ歩を進める。すると鎌形さんがいち早く雷鳥を発見。こ

ちらを恐れる気配も無く、むしろ近づいて来てくれてる感じ…？  

一の越の小屋は快適そのもので、1人に一つ豆炭湯たんぽを頂け暖かい寝床を獲得出来た。 

 翌朝も中々ガスが取れずヤキモキしたが、出発の頃には青空も見え始めいざ雄山の頂へ。

強い風が少し不安だったが、念の為にアイゼンも装着しゆっくりと登る。岩場の道は雪がす

でに消えている箇所もあるのでアイゼン歩行に神経を使う。快晴とはいかぬが山頂からの大

展望は感激である。これだもの「山」やめられません…。 

 

5/21 大菩薩嶺～石丸峠 L.浅井ゆ、下川、兼堀恵、中川、廣瀬、 

草加 5:30 = 上日川峠 8:05 – 大菩薩嶺 10:00 - 大菩薩峠 12:00 - 石丸峠 12:30 – 峠 13:30  

 大好きな唐松の新緑に中々遭遇出来ずにいたが今年はバッチリ! むせかえるような美しい

緑にウルウル来ちゃうし、人生初の 2000ｍ超えに感激してる中川さんにもさらに涙です。 

まだまだ雪の残る富士山や南アルプスなどの展望を楽しみながらのこのコースは、まさに 

伊吹山高山植物の開花時期 

山行紀行 ～ 2017 春 ～ 
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最高の空中散歩。小金沢連嶺への思いをはせつつ石丸峠から上日川峠への道へと戻る。 

今日も山に抱かれた至福の一日になりました。 

六万騎山（320.７ｍ） 
記：森 律子 

日  時 2017年 4月 16日 

メンバー L森（律）、井口、兼堀（善）、三浦  

コース 

地蔵尊登山口(8:40)→六万騎山(9：50)→長森山登山口（10：50） 

 

  

 カタクリの花が見たくて 

子さんおすすめの坂戸山の

計画をしましたが、今年はあ

いにくこの日の坂戸山のカ

タクリはまだ咲かずで、しか

も計画していた登山道は、雪

崩の心配ありって・・・ 

仕方が無いので、ネットで調

べて全山カタクリの花が見

ごろになっている六万騎山

に変更いたしました。 

 狙い通り全山カタクリの花でいっぱい～♪ 

のんびり花の写真を撮りながらのんびり歩きますあっという間に山頂到着（だって 321ｍの

標高だしね）とりあえず早すぎる昼食を食べて、カタクリの花をお腹いっぱい干渉しながら

下山・・いや～さすがは、山の会のメンバーここで下山はちょっと物足りないのでな長森山

方面プチ縦走・・ 

途中で「イワウチワ」「ショウジョウバカマ」を見ることができ超ラッキーでした。 

 登山道に人があまり入

っていなくてあまりいい

状態ではなかったので、長

森山まで行かず途中で下

山・・後日調べると六万騎

山～長森山トレッキング

コースがあるらしく、縦走

大好きな私はぜひまた行

きたいコースになりまし

た。 
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蕨山 アカヤシオとミツバツツジを愛でに 
記：山口 裕史 

山 行 日：2017年 4月 23日 

メンバー：L山口（裕）、八並、畑野（仁）、山本、殿塚、小林(い)、大門、三浦 （8名） 

1日目：5時間 20分 

名郷バス停 8:20→ 10:30蕨山 10:55→11:15 藤棚山→11:53 大ヨケノ頭 

→ 12:20中登坂→ 12:30金比羅山→ 13:25さわらびの湯 

 

昨年アカヤシオを求めて訪れた蕨山へ今年も行くこと

に。今年は仲間と一緒に楽しもうと思い軽めのコースを

選択しました。 

蕨山もう少し静かかと思いきや結構人が入っていてび

っくりです。アカヤシオがきれいな山というのが認知さ

れてきたのかな。嬉しくもあり、寂しくもあり。 

お目当てのアカヤシオですが、今年は花が散っている

姿が多くみられ、咲いている時期にギリギリ間に合った

感じでした。昨年より 1 週遅かったのですが、桜や桃の

見ごろが 1 週遅れていたので、アカヤシオもと思ってい

ましたが花の時期は難しいですね。大ヨケの頭付近、去

年は素晴らしかったですが、ほぼ終わっていて、名栗か

らの登山道に咲いているアカヤシオが良かったです。 

コースタイムはゆっくり歩いたつもりでしたが、ふた

を開けてみたら標準コースタイムより早かったです。参

加の皆さんはまだまだ健脚です。久しぶりに募集山行を

行いましたが参加してくださる人がいると嬉しいものですね。これからも折をみては募集したい

と思います。アカヤシオとても好きな花で、来年は武甲山から蕨山のロングルートを一人で歩こ

うかなと、温泉で汗を流しながら考えちゃいました。 
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両神山（剣ヶ峰）１７２３ｍ 
記：兼堀 善和 

★山行日：平成 29年 4月 23日（日） 

★メンバー：Ｌ兼堀（善）、鈴木（廣）、浅井（昭）、染谷、澁谷、畑野（順）、平野、四宮、 

      鎌田、青木（お試し） 

★コース：車 2台 獨協大学前 5:30～7:35日向大谷駐車場～出発 8:00～8:35会所分岐～9:45

八海山～10:25清滝小屋～11:30両神神社～12:00山頂 12:20～13:00両神神社～

13:20 清滝小屋～14:40会所分岐～15:30駐車場 

 

 年初めから信仰の山両神山に 5月アカヤシオを見ながら行きたいと思っていたが、 

スケジュールが合わず今回の山行になった。当初は車１台の少人数で考えていたが、 

参加希望者多く順二さんが車出してくれて 10名の大所帯山行になった。 

 予定通り草加松原出発、両神山駐車場に予定より 30分早く到着、管理人の話だと 5月 

の連休最盛期は大渋滞がおき、大谷口駐車場から 1.5キロ離れた下の駐車場に利用しか 

ないとの事、登って気が付いたが岩あり鎖場ありで山道狭く、渋滞すると時間かかるは 

多少危険度も増すわで、5月は避けるか朝 5時には大谷口駐車場に着く程度の計画でない 

と無理かなと思った。 

 さて民宿両神山荘の手前から登山道をダラダラと登って行く。鳥居を潜り観蔵行者像 

を眺めて石像や石碑が次々に現れ、さすが信仰の山だなと思いながら分岐に着く、ここ 

から薄川の沢を何回か渡り返して行くと徐々に急坂になってきて、ようやく八海山に 

到着。木立の急斜面をジグザグ登って弘法ノ井戸を過ぎ清滝小屋に着いた。ここから 

少し行くと、ようやく両神山の岩稜があらわれる。急な鎖場を手繰り、横岩を過ぎ、針葉 

樹林の道を行き両神神社を右に見て主稜線に出て、右に岩間を縫い最後の岩場を 10 

メートル鎖を登って両神山山頂剣ヶ峰に登りついた。高低差 1100はきつい・・・ 

山頂狭く集合写真を撮って 360度の大展望をゆっくり見ることなく下山した。 

 

 今回先頭お願いした鈴木廣さん、サポート役お願いし

た浅井昭光さん、お試しでよく着いてきてくれた青木さ

んはじめメンバーの方々ありがとうございました。          
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古峰ヶ原高原・横根山 

         2017 年 4 月 27日（曇り）、 

         Ｌ芳野、澁谷、下川、山本    

 5 時ごろ晴れていた空が、まだ降り出して来

た。6時いつもの所に、雨の中集合する。浦和イ

ンターから東北道に乗り込む頃には本降りにな

ったが、直ぐに止んだ。道沿いの桜の花を見な

がら、古峰ヶ原高原登山口入口に 8時 20分頃着

いた。身支度を整えて、8時 30 分頃出発する。 

 沢沿いの山道を、ミソサザイのさえずりがうるさい位聞こえていた。直ぐに、へつり地蔵下の林

道に出る。壊れかけた丸太の階段を、何度も登って行く。歩き辛い事、華ただしい。9時 10分、古

峰ヶ原峠に着いた。此処に古峰ヶ原湿原が広がっていたが、乾燥が進んで、樹木が生え広がってい

た。周りの木々や草花もまだ芽吹いておらずガッカリしてしまう。左の山道を進む。一の鳥居が現

れる。花の時期には山ツツジの群落や、マイヅルソウの群落でにぎやかに成るそうだが、今は芽吹

きすら見られない。二の鳥居をくぐり、大きい石が点在する天狗の庭を過ぎる。10時、三枚石に着

いた。きれいに整備されて居て、新しい石碑も並んでいた。5 分ほど休んで方塞山に向かう。途中

ツツジ平らがあった。今度はツツジの花が咲いている頃に、是非とも訪れたいものだ。近くに宇都

宮気象台のロボット雨量計が設置されている。方塞山に 10時 25分に着いた。此処から前日光牧場

の、柵沿いに山道が続く。牧場の広い丘陵が見わたされる。遠くに象の鼻の建物が見られた。 

 10時 55 分に前日光ハイランドの建物に着いた。少し休んで此処から横根山に向かう。多くの階

段を登りクタクタになった頃、あずまやの有る横根山山頂に着いた。11時 20 分、ここから三角形

の皇海山の山容が見えた。此処で昼食にする。陽が余り射さず気温は 10度以下。手袋を着けない

でいると手が凍える程だ。11時 40分、井戸湿原に向かう。12 時ころ湿原に着いたが、花どころか

芽吹きすらまだ無い。此処から道標をたよりに象の鼻に向かう。そろそろ登りが辛くなる。12 時

20分着、象の鼻からの展望が素晴らしかった。日光連山、袈裟丸山から皇海山、赤城山へと広がる

眺めは素晴らしかった。此処からは車道をのんびり歩く。珍しいオオルリの姿が見られた。キビタ

キの声や姿を探しながら車道を歩く。横根高原のゲートの手前で、大勢の人が望遠鏡で一点を見つ

めている。要約その姿を見ることが出来た。初めて見るコマドリだった。花には恵まれなかった

が、その後もキビタキを何度も見ることが出来て

嬉しくなった。深山巴の宿を通って 14時 20 分、

古峰ヶ原峠に着いた。此処からもう少しと思いな

がら車道を下って行く。もう直ぐ、駐車場と思わ

れる所から、あきらめていたアカヤシオの花が現

れて来た。14 時 50 分、今日のスタート地点に着

いた。帰りに古峯神社に寄ったが、最終自宅に 18

時頃到着した。花が咲いていなかったのは残念だ

ったが、楽しい山歩きが出来て満足でした。    

記：芳野光夫 
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谷川岳/天神尾根 
記：廣瀬 千寿子 

 

● 山行日 ：2017年 4月 29日（土） 天候：晴れのち雨 

● メンバー：Ｌ浅井（祐）、鈴木（廣）、浅井（昭）、四宮、新島、出口、森（律）、宋、廣瀬 

● コース ：獨協大学前駅西口 5時半出発 

       草加外環～東北道・北関東道・関越道/水上ＩＣ～天神平ロープウェイＰ～ 

       天神平 13：00～熊穴沢避難小屋 14：00～谷川岳（トマの耳）山頂 

       往路を下山 14：00～天神平ロープウェイＰ～入浴～帰路 

● 装備  ：雪山登山装備一式（ピッケル・アイゼン 8本以上・手袋・帽子・サングラス・ 

       スパッツ等） 

 

ＧＷ初日の天神平から谷川岳はまだ雪がありました。皆でロープウェイに乗った際に、ア

イゼンを履くかどうかは降りてから考えようと仰っていて、諸先輩方の答えはもう決まって

るんだろうなと内心、でも心のどこかで履かないで登りたいなと思っていたのですが、そこ

は案の定と言うべきか、履くことになりました。そして、予想通り私が一番もたついていま

した。 

冬山こそ人が立ち入ることを拒むイメージが私にはありますが、初夏とも言えるこの時期

の谷川岳は、開始直後は天気にも恵まれ、賑わうスキー客を横目に、いつも通り和やかに始

まりました。 

まずはゲレンデ脇を登って目の前の尾根まで登りました。 

私は、前を歩く方の歩調と歩行の様子を注視して登ります。なので、余裕の無いときは、景

色など一切見ることはありませんが、この時は、道がトレースされていた事もあり、前方を

見上げたりしながら登っていました。尾根についた頃には、太陽の光が眩しく、一気に暑く

なったような記憶があります。 

尾根伝いに熊穴沢避難小屋まで歩を進めます。この時は気持ちにかなり余裕がありました。 

後に、その余裕を無くすのも知らずに。茶

色い屋根だけ見えている熊穴沢避難小屋

で休憩です。 

いただきものだけでお腹がいっぱいに

なるくらい、とにかくよく食べます。そし

てまだまだ先に進みます。 

途中、雪が解け岩肌を登る箇所がありま

した。慣れないアイゼンで緊張の瞬間でし

た。例え大したことがなくても、岩を自分

の手と足を使って上り下りする時は、アド

レナリンが放出されるような気がします。
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私にはそれくらい大変な作業です。そして毎回、これがずっと続くのなら登山なんて真っ平

御免だ、と思うのです。 

 登山中はペラッペラなことしか考えていないことにも、この谷川岳で気付かされました。 

天候は、恐らくリーダーさん達のほうがヒヤヒヤされたかと思います。確かにヒョウや雨に

晒された時間帯もあったかと思いますが、登りは概ね良好、また、あとは危険な箇所も無く、

トマの耳まで目指しました。そして到着。 

そこから見える絶景よりも、祐子さんのほっとした顔の方が、私には印象的でした。 

この時は太陽も顔を出し、また来たいなと思いました。 

さて問題はここから。嬉々として滑り出したのは裕子さんでした。そうです下山です。 

まず私は、アイゼンでの下り方が、恐怖心から腰が引けて絶望的にヘタクソで、思わず雪の

斜面に腰を落としてしまうと、体の制御が効かなくなり、自分の意思で滑るのではなく、滑

らされてしまったことが、とても恐怖でした。 

下山中は雷雲に追われていました。ロープウェイに着いた途端の大雨でした。そんな時に

限っての最後の急斜面は、急く気持ちと恐怖心で、気持ち半べそで、背中で滑走する羽目に

なりました。過ぎてしまえば笑えますが、なかなかの必死さだったと思います。 

 冬山に登ってみたいって言った気がするけど、とりあえず保留にしよう。私は心に誓いま

した。 
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残雪期 富士山 
記：長田 一樹 

 

今年は冬山らしい冬山登っていない…GWも仕事で泊まりの山行に行けそうにないし左肩の

せいでクライミングもダメ…消化不良気味の所に、Ｕさんから雪のある富士山に行ってみた

いと言われて調べると丁度富士山スカイラインが 28 日に開通！！富士宮口からなら日帰り

で登頂出来そうだと 4/30に慌てて行って来ました。 

 

草加 4：30→7：15 富士宮口駐車場 7：45→9：45 休憩 2900ｍ付近 10：00→11：00 アイゼン

装着 3100ｍ11：10→頂上直下 12：35→13：05頂上昼食 13：40→2900ｍ付近 15：30→15：50

駐車場 

   

天気が良くて無風との予報だったので楽勝かと思っていましたが...。 

汗だくで少し風が欲しい位などと余裕だったのは 2900ｍ付近くらいまででした。登山から遠

ざかってフリーのクライミングやアイスしかやっていなかったので脚が重いかつ 3000ｍ超え

た辺りから息も苦しい(汗) 

それでも駐車場で 30 分ほど体を慣らしていたのが良かったのか？上がらないペースに助

けられたのか？高山病にはならずに済んだので何時もよりペースは遅いが、予定通りに高度

を上げる事には成功している。 
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3100ｍ付近から風が強くなり雪面も締まってきたのでアイゼン装着して歩き始めると上部

から風に煽られて雪と氷の欠片が降ってきてヘルメットや体に当たって音がする。時折黒い

物も見えたが小石だったのかな？ 

頂上直下は登山道コースを登って来た人と合流するし登る人と降りる人で混雑している。

更に風の抜け道で、時折立っていられないくらいの突風が吹くアイゼン研いでおいて良かっ

たとホッとしつつＵさんのアイゼン新品に近いよな？と確認登り出す。 

本当にあとチョットなのだが酸素不足と運動不足でナカナカ身体が動かず、頂上が遠い 

がふと顔をあげると鳥居がお出迎えしてくれてホッとした。頂上まで来ると風を避けられる

からか直下での苦労が嘘のように温温出来ました。 

 

 

 

お湯沸かすと温度低いので山専ボトルに入れてきたお湯でカップラーメン作って昼食を取

って時計見ると 13：35 です。剣ヶ峰行こうかと思ってたけど下山リミットの 14：00 には間

に合わないので、そのまま下山開始 13：40 

頂上直下の分岐間近の所で突風に煽られたので耐風姿勢もどきで耐えていると右横を滑っ

ていく者が！？アッ思ったがドンドン加速していく(汗)滑落停止が出来ないまま身体が回転

しながら落ちて雪だまりに突っ込んで止まった。自力で立ち上がって周りの登山者に助けら

れていたが歩いていたので大丈夫だろうと思い、自分たちの行動を再開する。 

まだ硬い雪面にアイゼンを効かせて降りるのだが、角度がキツくて足首が段々と痛くなっ

てくるジグザグに歩いてはいるのだが、それでも足首の負担は変わらない（汗）ようやく 3000

ｍ付近まで降りてきて雪面と斜度がある程度緩んだので尻セード開始！！ 

去年の買ったばかりのパンツでしたが下山にうんざりして、駐車場までの残り全て尻セー

ドで降りました！ 

御胎内温泉で冷えたお尻を温め、渋滞確認したら凄い事になっていたのでご当地グルメは

諦めて帰途へ着きました。 

 

帰ってパンツ洗濯して確認したらお尻の所だけ色が変わって傷だらけです(涙)この時期の

富士山へは要らないパンツで行くのが正解です！！ 
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三 頭 山（1531ｍ） 
                 記：木原 初枝  

 

★日  程： 平成 29年 5月 2日 

★メンバー： L八並、平野、畑野（仁美）、大門、木原 

★コ ー ス： 南越谷 6：33➡7：16西国分寺 7：19➡7：25立川 7：38➡8；14武蔵五日市 8：

22⇒（バス）都民の森 9：30着 

       都民の森 9：40→鞘口峠 10：00→三頭山西峰 11：20→入小沢ノ 13：00 

       →イヨ山 14：00→麦山 14；50→15：20 麦山下山 16：07（バス）⇒奥多摩駅

16：40着 

  

電車を降りて急いでバス停に向かう。すでに大勢の人が並んでいましたが、臨時便が 

出て座れました。一時間程車窓からの新緑の景色がとってもきれいなのでずっと山々 

を眺めていました。 

都民の森から歩き出す。爽やかな空気と小鳥の声を聞きながら、緑の中を登ってく。 

頂上近くになるにつれ、木々は芽吹いてなくちょっと早かったかな～。頂上からは 

雪をかぶった見事な美しい富士山が見えました。ここで昼食をとっているグループが 

多くいましたが、まだ 11時 20分なので私達はもう少し歩くことにし、下山を始めま 

した。下山道も芽は吹いてないがピンク色のツツジが咲いていた。途中、ツツジの花 

を見ながら昼食をとった。下りは石のゴロゴロや、滑りやすい箇所も多く、ゆっくり気 

をつけて歩いた。最後、奥多摩湖のドラム缶橋を渡りバス停に着いた。 

風もなく快晴に恵まれ楽しい山行でした。同行の皆さん、有難うございました。 
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伯耆大山登山ツアー 
 

1.日  程  H29年 5月 2日 PM10：00～5月 6日 AM11：00 

2.メンバー  L.兼堀善和、兼堀恵美子、新島和子、澁谷久美子、森 律子、浅井昭光 

 

1 日目 

 ゴールデンウイークの後半戦、渋滞に巻き込まれぬように夜出発したがやはり甘かった。 

東名はすでに大渋滞、意外と首都高と中央道が空いているのでこちらのコースを選んだが、 

良かったのは飛鳥トンネルだけ中央道の団子坂サービスエリヤに着いたのは AM1：00。 

それからは、意外とスムーズに名神高速に入る。しかしまたもや渋滞になりガソリンも無

くなったため、高速道路を諦め一般道を行くことになる。やはり一般道も大変な渋滞で今日

の目的地蒜山は、時間的に難しくなり少し先に有名な竹田城跡の史跡があるということで寄

ってから、大山のホテルへ向かうことになった。 

竹田城は、かなりの人気で大勢の人が見学に来ていた。城こそないが中々見ごたえがあり

ここに城を築いた意味が理解できる。それにしても 300ｍ足らずの高さだが、よくこの石垣

の石を運んだものだと感心する。 

約 1時間半の見学を終えて、鳥取のホテルについたのは 20時過ぎた。 

途中で買出しをして部屋で夕食を皆で取った。長い長い 750ｋｍの一日が終わった。 

記：浅井 昭光 
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二日目 

今回山行のメイン大山登山の日、快晴・無風と絶好の登山日和、8 時ホテル出発 8 時半駐

車場出発宿坊や土産物店の並ぶ石畳の参道を上がり大山寺橋を渡って車道進み左手の登山口

を登り始めた。階段を登って行くと大山で最も古い木造建築の阿弥陀堂が見え、ここから土

留の施された登山道に変わり、すぐに 1合目の標柱が現れた 

このあたりから徐々に傾斜がきつくなり、少し行くと胸を突くような土留木段が現れた。 

9時半に 3合目に到着、さらに急な土留の木段を登って行くと 5合目に、ここから元谷 

から登ってくる行者コースと合流し、狭い溝状の登山道を登って行き、避難小屋がある 6 合

目に着く。いよいよ残雪が現れた上りは軽アイゼンはいらないようだ、キックステップで登

って行く、急登を行くと展望も良くなり振り返れば日本海まで良く見える素晴らしい眺めだ、

やがて 8合目に着きここから木の階段をなだらかに登って行き、弥山の山頂に 11時半に到着。

すごい人でいっぱい、さすがに信仰の山だ・・・ 

 頂上小屋の裏側で湯を沸かし暖かいコーヒーやラーメンを食べトイレ待ち含め１時間程度

のんびりして下山、残雪が続き 6 合目手前では急坂の残雪を尻シェードしながら楽しんだ、

14時半に登山口到着モンベルで買い物して 15時過ぎにホテルに到着。 

 18時からホテルの居酒屋で祝杯を挙げノドグロを食した。 

記：兼堀 善和 
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三日目 

AM5：30ホテル出発 

鳥取から兵庫、京都を通り滋賀県長浜まで戻りました。10時に伊吹山登山口へ着き、約 6

時間の登山予定でした。ところが・・・またまた渋滞にはまり到着が 11時 35分に！！やむ

なく車で山頂駐車場まで行っちゃう事に！まだお花の時季ではないからか、この道路は空い

ていました。車から降り山頂まで登る道端にはセントウソウ、ホソバノアマナ（調べました）

が咲いていましたが、お花畑には何もなくガッカリ・・・ 山頂でゆっくり昼食を取り１時

間かけて駐車場まで戻って来ました。 

3時 10分長浜ロイヤルホテル到着。荷物を置き 4時ホテル前集合し琵琶湖散策、長浜城見

学、そして夕食。町中のお食事処で夕食でしたが、この店の店員（お婆さん）がとてもユニ

ークでみんな大笑い・・・ 特に「浅井てるさん」は笑いの壺にはまってしまった程でした。

とにかく楽しく、美味しい夕食タイムでした。 

 この大山山行は予定通り行けなかった所あり、また思いがけず行けた所ありで、結果は私

としてはとても良かったです。遠かったけれど楽しかった山行（旅？）ご一緒した皆さんあ 

りがとうございました。そして運転手さんお疲れ様でした。 

記：兼堀 恵美子 
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尾瀬ガ原と景鶴山の登山 
記:殿塚 洋一 

 

山 行 日: 2017年 5 月 4日～6日 

メンバー: L松浦剛、山本理郎、鎌形瑞枝、山口祐史、森 花江、三浦藤博、鈴木勝幸、 

殿塚洋一 

コ ー ス: 5/4 松原団地 5:30～外環道～関越道～戸倉温泉駐車場～鳩待峠 9:51 

～山ノ鼻小屋 11:40～龍宮小屋 13:50～見晴台テント場 14:30 (幕営) 

 

         5/5 見晴台テント場 6:14～景鶴山登山口 6:59～与作岳 9:13～景鶴山山頂 10:18

～与作岳 11:30～見晴台テント場 14:04 (幕営) 

 

          5/6 見晴台テント場 6:14～龍宮小屋 6:46～山ノ鼻小屋 8:29～鳩待峠 10:24   

～関越道～北関東道～東北道～松原団地 16:30（解散） 

 

5 月 4日 

ゴールデンウイークの山行ということで道路の渋滞を心配したが、大した渋滞にも巻込ま

れずに戸倉温泉駐車場に到着。ジャンボタクシーに乗り換えて鳩待峠に向かう。 

鳩待峠で、至仏山登山組の山口さん、鈴木さん、三浦さんと別れて松浦リーダー他 4名で

見晴台テント場に向かう。 

天気はほぼ快晴で風もなく穏やかな陽気のなか、通過点の山ノ鼻小屋を目指して坂を下る。 

山ノ鼻小屋を過ぎると平坦な雪原の歩行となるが、燧ケ岳が少しずつ大きく見えてくる以外

ほとんど変わらない景色に飽きを感じた頃 300ｍほど東側に子熊らしき動物を発見。遠目に

見る分にはかわいい熊がしばらく並んで歩き単調な行程を癒してくれる。 

龍宮小屋を経由して午後 2時 30分に見晴台テント場に到着。早速テントを設営しビールで

乾杯。その後、至仏山登山組も到着し歓談しながらの夕食となった。 

 

5 月 5日 

午前４時に起床。朝食を摂った後、景鶴山登山の準備に掛かる。 

見晴台テント場から東電尾瀬橋を渡り 1,587.9Peak と 1,653Peak間のコルから 1,653Peakを

通過し与作岳に到着。眼下に尾瀬ケ原、その他会津の山々など 360度の展望を楽しんだ後景

鶴山へ。 

景鶴山は山頂直下の 100ｍ程が急峻で痩せた雪稜になっており慎重な登攀を要す。 

山頂からの展望は絶景でしばらく留まっていたかったが、狭い山頂であるため記念撮影後、

他のパーティーに譲るべく下山開始。気温が上がったため雪が緩みアイゼンの底に付いた雪

団子を落としながら痩せた雪稜を下ったので緊張した。 

帰りも登ってきたルートと同様のルートを採ったが、山口さんだけ次回の偵察ということ



 

- 44 - 

 

で、ヨッピ橋経由のルートを採った。テント場に帰着後、銀マットを引っ張り出して青空の

下、これからの山行計画などの話に花を咲かせながら宴会を楽しんだ。 

 

5 月 6日 

帰還の日となった最終日、天気の崩れが心配されたが、早朝の空は青空でとりあえず安堵

する。 

見晴台テント場を出発後、徐々に西の空に黒い雲が掛かり始めたが途中雨具を使う事もな

く鳩待峠に到着。帰路は、「尾瀬ぷらり館」内の戸倉の湯で入浴後、関越道、北関東道、東北

道を通って帰ったが幸いにも渋滞に巻込まれずに済んだ。 

 

今回は入会後初めてとなる泊りの山行で、先輩会員の方々とゆっくりお話しする機会を得

たのと天候にも恵まれ、とても楽しく充実した登山を楽しむことができました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

景鶴山 山頂にて 
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日光大山～霧降の滝 
記 張替 清治 

山 行 日 2017年 5月 8日 

メンバー L.八並、平野、松田、木原、張替 

コ ー ス 東武日光駅＝霧降高原バス停 9：00…大山山頂…猫ノ平…つつじヶ丘… 

     霧降の滝入口バス停 13：30＝東武日光駅 

 

私にとって「山の会」の山行久しぶりでした。八並さんに 5/6 に電話連絡し、参加させて

下さい、よろしくお願いしますと電話連絡し参加しました。 

今回の山行、連休明けなのでハイカーは 2,3 組しか見かけませんでした。人のいない山、

私大好きです。「山つつじ」が目的で登ったのですが、頂上付近は残念ながら満開ではありま

せんでした。でも日光駅周辺ではしっかり咲いていたのですが頂上はあと 5～6日たたないと

咲かないような状態でした。人のいない山でゆっくり山行ができ楽しい時を過ごせました。 

帰りの打ち上げは「武ちゃん」と 2人で千間台の焼き鳥屋で楽しく飲み良い 1日でした。 

ご一緒した八並様、平野様、木原様、松田様、楽しい山行ありがとうございました。 

 

「山越えて、遠津(とほつ)の浜の、岩つつじ、わが来るまでに、含(ふふ)みてあり待て」 

（万葉集第七巻） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
赤薙山をバックに 
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記：山口 裕史 

山 行 日：2017年 5月 14日 

メンバー：山口裕、会員外（3名） 

コースタイム：6時間 40分 

戸沢山荘 8:06～8:11天神尾根入口（旧書策新道入口）～8:45セドノ沢～13:15 政次郎ノ頭（遡

行終了ピークで装備解除）13:55～14:40戸沢山荘 

 

セドノ沢右俣は、水無川本谷から右の沢に入っ

ていき行者岳隣の政次郎ノ頭の稜線に突き上げ

る沢です。充実した滝の登攀が楽しめ、中でも F6

の 35m大滝を登るのが醍醐味。 

3 月上旬以来、1 ヵ月のブランク、それからも厳

しい山行をしていなかった事もあり、体重が 5キ

ロ増。若干の不安はあったが、まさに不安は的中

した。 

 動くであろうと思っていた体は鉛のように重く、足を引き上げられない、体を持ち上げら

れず、セドノ沢に入っていきなりの F3,F4 の細かなホールドスタンスに悪戦苦闘で、かなり

厳しい状況だった。やっとこ登ってしばらくは快適な遡行を楽しんでいると見えてきたのが、

35ｍ大滝。水流から離れた左のカンテ状は何とか登れたが、上部の直登が自分にとってはか

なり厳しかった。上部はスリングが何か所かあったの

で A0しまくってやっとこさ体を引き上げられ、本日の

メインディッシュは終了。なんだか情けなくもあるが、

1 シーズンぶりの沢の感触が非常に気持ちよく、大滝

上部から見下ろした新緑の緑が鮮やかで目に焼き付い

た。 

 その後、稜線までは若干ガレていたものの、思いの

ほかすんなりと稜線に出ることができて一休み。山頂

方面はガスに覆われていたが、下界は太平洋が見えて

ピークを踏めたので良しとする。 

装備を解除していると 2 人の仲間の沢靴からピョコ

ッと出てきたヒルが合計 5 匹。やっぱり丹沢だなーと

思い知らされたが、幸いなことに吸血されていなかっ

た。 

帰りのさざんかの湯では、減量と体力強化の必要性を感じながらも、シーズン初めの沢を

無事に登れて幸先のよいスタートになりました。残雪の山行は尾瀬で終わり、これからはテ

ント泊縦走と沢登りにシフトしていこうかと思います。 

丹沢セドノ沢右俣 シーズン初沢登りを堪能 
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尾 瀬 沼 

                                                              記：畑野 順二 

◆山行日：2017年 5月 20日（土） 

◆山行者：L畑野順二・畑野仁美 

◆コース：草加 3：40＝大清水 6：40…一ノ瀨 7：35…三平峠 8：55…尾瀬沼山荘 9：10… 

尾瀬沼ビジターセンター9：45…尾瀬沼山荘 10：50…三平峠 11：10一ノ瀨 12：15 

…大清水 13：00 

 

ミズバショウを見に尾瀬ヶ原を計画していました。昨年の忘年会で頂いた尾瀬の写真集を見

ていたら急に尾瀬沼に行きたくなり計画を変更しました。 

大清水から一ノ瀨までは、車道歩きです。一ノ瀨から尾根に上がるまでは、ほんの少し雪が

残っているだけで、けっこうキツイ階段を上がっていきます。 

尾根に上がると一面の雪です。暖かいので雪がくさっていてアイゼンなしで歩きます。三平

峠から下ると目的地の尾瀬沼につきます。 

尾瀬沼の一部の氷が解けて燧ケ岳が水面に写り感動です。 

 

 

尾瀬沼ビジターセンターでゆっくり休憩して帰ります。 

帰りの大清水までの車道歩きで、新緑がとても綺麗なカラマツをみつけました。紅葉の黄

色もよいが、新緑の緑も負けずとよいです。 
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初めての岩トレ（広沢寺） 
記：宋 寅虎 

★日程：2017年 5月 20日（土） 

★場所：神奈川県厚木市 丹沢・広沢寺（こうたくじ） 

★メンバー：Ｌ沼田、松浦、鎌形、山口（裕）、新島、四宮、出口、村上、山崎（寧）、宋、  

長谷川（会員外） 

 

獨協大学前駅西口 5：30出発、予定より約 15分遅れて、7：

45頃に広沢寺温泉前の駐車場に到着。約 15分、林道を歩いて

いくと、右手に平らな一枚の岩場（弁天岩）が現れた。クライ

ミングというものを味わってみる初体験で、少しわくわくして

いたが、今は、少し怖さを感じる。昔、20代の兵役時代にロー

プで山を下る訓練を受けていたことを一瞬思い出したが、あの

石の固まりを本当に登れるのかと、「ああ・・・、まじか・・・」。

先に着いたグループと交流し、いよいよ岩登りが始まった。 

トレーナーの沼田さんから、常時ヘルメット着用！ 落石に

注意！ 真剣に取り掛かって！ すべて自己責任だ！と気を

引き締めるように注意を促す。松浦さんからの三点支持で登る

練習も済み、最初に四宮さんから順に登っていく。みんな凄い。

傾斜は 70～90 度以上ありそうだ。昇る時に、下を見たら一気

に恐怖が襲ってきて、体が固まってしまった。岩から降りる時

にも、なかなかロープ（ザイル）に身を委ねられず、手足に力

が入ってしまい、ビレイの松浦さんから怒鳴られた。 

 

今回、弁天岩の登ったルートを、帰ってから本で確認してみた。 

①プレゼントファイブ 5.7  

②右スラブ 5.9       

③左角ルート 5.8、左スラブ 5.9 

④リーチ 5.10c （違ったらごめん） 

 

初めて全員、グレード 5.10台を登ったので、初級者の

卒業できたでしょうか？ 今回の体験を生かすためにも、

少し険しい山にも挑戦してみたいが、やはり、克己訓練

として、年に１度は岩場を楽しむことも良いではと思っ

た。 

沼田さんを始め、ビレイの命綱で支えてくださった 

松浦さん、山口さん、特に、山崎寧子さんに感謝します。（反省：岩場での写真は後ろからよ

り、側面から撮るべし。お尻しか撮れなかった。） 
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塔 ノ 岳（1491M） 

                 記：八並 絹代 

★日  程： 平成 29年 5月 21日 

★メンバー： L石井、兼堀（善）、森（花）、澁谷、八並 

★コース ： 草加 5：40➡5：49北千住 5：56➡6：31代々木上原 6：36 

➡7：38秦野駅 8：00⇒（バス）ヤビツ峠 9：00着 

       ヤビツ峠 9：00→登山口 9：30→二の塔 10：50→三の塔 11：10→ 

       →烏尾山荘 12：00→14：30塔ノ岳 14：40→17:30大倉下山 17：35 

（バス）⇒18：00渋沢駅着 19：10➡草加駅 9：25 

 

ヤビツ峠からの塔ノ岳登山に最後のチャンスと思って久々に参加した。表丹沢縦走の折り、

ヤビツ峠から塔の岳までの苦しさが忘れられなく二俣から鍋割山を経由して塔ノ岳に登って

いた。当日、快晴で登山日和。真夏を思わせるように太陽が照り付ける。優しい新緑の緑と

ミツバツツジに癒され、時折吹く爽やかな涼風に心地良さを感じながら黙々と登った。何度

も繰り返すアップダウンは厳しかったが、振り返ると大山、秦野市街、生憎、相模湾の展望

は霞んで見えなかったが、富士山を眼前にしながら、眺めは最高。気持ちよさそうにパラグ

ライダーがいくつも飛んでいる。三の塔まで行くと目的地の塔ノ岳が見えたがまだまだ遠い。

途中ガレ場があったがやっとの思いで午後 2 時半山頂到着。いくつもの峰を超えてやっと到

着。開放的な稜線で表丹沢の山並みを満喫できた。急いで昼食をすませ、大蔵尾根からの下

山に取りかかった。行けども行けども階段で、段差もありすぎ林の多い下山道で展望もあま

りなく嫌になったが、こちらの尾根はヤマツツジが癒してくれた。午後 5 時半大倉に下山。

タイミングよくバスに乗った。遅い時間なのにバスはいっぱい。ロングコースなのでみんな

時間がかかって遅くなったのだなあ～と思いながらバスに乗り込んだ。乗るとすぐ、外国 

人の若い男性が私に席を譲って下さった。余程疲れた顔をしていたのかしら？悪いな 

あ～と思いながら座った。すると隣の友達二人も立ち上がり、石井さん兼堀さん二人 

にも席を譲って下さった。譲られる風貌、歳になったのですね。自分では気が付かないです

が...。若者の優しさにふれた一時でした。今日一日、本当によく歩き渋沢駅で労をねぎらっ

て帰路に着いた。楽しく充実した長い一日でした。 
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街道歩き 中山道 No.11 

記：小林いつ子 

■ 日  程 平成 29年 5月 27日～28日（土・日） 

■ 場  所 望月～和田峠～下諏訪 

■ メンバー L．石井、阿部、兼堀（善）、鈴木（廣）、染谷、浅井（昭）、兼堀（恵） 

澁谷、畑野（仁） 平野、鎌形、大門、森（花）、木原、八並、小林（い） 

■ 歩  程  

5/27 5：52南越出発―新幹線佐久平 7：51－バス-8：20望月着 

8：30望月出発～茂田井・芦田・長久保・和田・15：35和田峠登山口手前まで 

 

5/28 8：20和田峠登山口手前（ドライブイン和田宿）～唐沢～9：00和田峠登山口 

殉職警官の碑～11：00和田峠～12：00西餅茶屋跡～木落し坂～諏訪大社春宮 

     ・本陣跡・甲州街道合流地点～15：40下諏訪駅 

 

前回は二月に軽井沢～望月を終えて、今回は新幹線を佐久平で降り、望月～下諏訪。 

望月までのバスは三ヶ月前の懐かしい景色を思い出させてくれた。今は新緑が眩しい。 

 

5/27 出発地となる望月バスターミナルに到着。これから歩くのは知らない道。ワクワクしな

がらリーダーの後に続く。 

 

茂田井宿は如何にも！という雰囲気が残り、私は好きだ。昔からの作り酒屋が年に一回は地酒

をタダで振舞うそうで、狭い道が人でごった返すと聞いた。今は公衆トイレに入って、緊急ブザ

ーを押し間違えても誰も出てこない。窓から覗く人もいない！ 

 

芦田宿はもう少し道も広く、開かれている。通り過ぎたころ笠取峠の松並木に入った。 

松原の松並木とは違い、整然と並んではいないので、感想としてはえっ！！ 

 

長久保宿、松尾神社で昼食をすまし長くて幅広の道を歩く、資料館を覗き、花をめでながら下

りきった所を左にまがる。宿場は暫く続いた。茂田井・芦田よりは数段大きな宿場の様だ。和田

宿までは車道になる。この日、世話になる民宿「みや」の看板を見かけた。 

 

和田宿に入ると、幹線道路とは離れるので、本来の街道歩きに戻り街並みを楽しむ。観光地化

しているようだ。テレビの影響かもしれない。明日は峠越えもあるので、のんびりしている事も

出来ず、ほとんど素通りである。美味しい水に恵まれた場所なので、街道沿いのあちこちに水飲

み場があり、自販機は必要なし。その後危ない車道歩きが続き、疲れもピークになったころ、廃

業したドライブイン（ビーナスライン扉峠入り口）があったので、石井リーダーの一声で歩き止

め！！民宿の迎えを待った。早く寝る人、それでもとりあえずは一杯二杯やらなきゃ寝られない

人、それぞれに体を休め、二日目に突入。 
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5/28 民宿の送迎車がバッテリー上がりで、軽自動車も使い、ドライブインまでの送り、何と

三往復。それでも 8：20には全員揃い出発した。 

車道に出たり入ったりを繰り返し、9：00 には和田峠登山口に到着。やっと山道に入ることが

出来た。新緑と花は九輪草、二人静、フジが咲いていた。ビーナスラインの横断を繰り返し、11

時に和田峠到着。下山の方向には、まだ残雪残る中央アルプスの山々が美しくみえた。下諏訪ま

ではまだまだ先があるけれど、私はもう帰り道のような気になった。西餅茶屋跡のほんの束の間

の山道を出ると、後は完全に車道歩きとなり、メンバーのお喋りもなくなった。諏訪湖が見え、

諏訪大社下社春宮に立ち寄りここまでの無事を感謝し、下諏訪駅までの残り少ない歩きを観光客

の様な気分で終えた。 

40キロ近くを歩き終え、誰も音をあげず歩き通した。素晴らしい仲間たち。私の歩数計は一日

目 35,000 ∔ 二日目 40,000。これは、ほとんど互助会だ。頼りがいのある石井リーダーと皆さ

んに感謝します。ありがとうございました。又、この先もよろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

呑み過ぎ地蔵では？ 
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編集後記 

プロ野球セパ交流戦を聴きながら編集作業をしています。 

今年のタイガースは今のところ調子が良く作業がはかどります。 

浅草の三社祭りが終わり、日本ダービーも終わり早 6月に突入。

歳を重ねるごとに時の流の速さを感じる今日この頃です。 

総会の当日、石井さんからの声掛けがあり、昨年に引き続き今年

も「てんとさいと」の編集を担当することになりました。 

持病の貧血がなかなか回復しないため、思うように山行に参加で

きません。送られてきた山行報告を読んでいると本当に羨ましく思

います。 

今号の編集は当初、原稿の出が悪く心配しましたが、皆さまから

の協力をいただき、第 238号を無事発行することができました。 

皆様に深く感謝いたします。今後とも機関誌部をよろしくお願い

致します。                   松田 武 

ドロミテ（イタリア） 

山行の方はイマイチ 

ですが、スキーの方 

は、まだまだ現役で 

頑張っています！ 
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登山に必要な装備を準備します。また、機能に問題がないかチェックします。 

※どんな山でも絶対に持っていくべき装備は以下になります。 

 ・レインウェア上下・ヘッドライト＋予備電池・登山地図とコンパス 

 ＃使う使わないは関係なく常に手元に持っておきましょう。 

基本的な登山装備一覧（無雪期の高山登山を想定）   ◎重要,○標準,△便利  

レインウェア上下(透湿性防水) ◎ 登山靴 ◎ 

ヘッドライト＋予備電池 ◎ 登山用靴下 ○ 

登山地図と地形図 1/25000 ◎ ザック ○ 

プレート付コンパス ◎ ザックカバー ○ 

アンダーウェア(速乾性) ◎ スパッツ ○ 

防寒着 ○ 手袋・帽子 ○ 

ツエルト(簡易テント) ○ 食糧・行動食・予備食 ○ 

細引き(紐) △ 水筒(スポーツドリンク系) ○ 

バーナー・燃料 △ トイレットペーパー ○ 

コップ・コッヘル △ ストック △ 

ナイフ △ サングラス・日焼け止め △ 

ビニール袋 △ 時計・高度計・ＧＰＳ △ 

タオル △ ファーストエイドキット ○ 

携帯電話・無線機 △ ヘルメット △ 

テント泊装備一覧 

テント(本体、ポール、ペグ) ○ シュラフ ○ 

テントマット ○ 個人用マット ○ 

サンダル △ シュラフカバー △ 

※ルート上に想定される最難箇所に合わせた装備を持っていくべきです！ 

 ・雪渓があるなら迷わずアイゼンを持っていこう！ 

 

装備をザックにパッキングします。(リュックに詰め込みます。) 

各道具の用途や重量によってザックへの詰め方を考えましょう。 

・使用頻度が高いものとレインウェアは出しやすい場所にする。 

・重いものは背中に近い場所にする。 

・左右のバランスがなるべく対称になるようにする。 

※快適な登山はパッキングから始まります 

★ 登 山 装 備 ★
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