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 コール (ザックを下ろして) 

 

小宮将光 

  

私が草加山の会に入会したのは、66歳（2000年 12月）の時であった。 

もう 3～4年勤めて欲しいとの会社の要望もあったが、残された人生を好きな山歩きや、旅行

で過したいと思い退職し、中央公民館でどんなサークルがあるのかを聞き、草加山の会を紹

介されて早速電話。12月の第 3木曜日に例会があるので出席してみては。 

但し「規約で 60歳の年齢制限があるので、お試し山行に参加し、その上で入会を考えましょ

う」とのこと。その後どうにか入会を認められ、北は北海道から南は九州の山々まで、山行

に同行させて戴き、又多くの友人も出来、私の人生の中で最高に楽しく、実りの多い時間で

あったと感謝しております。 

年齢も 80歳を過ぎると体力も落ち、皆さんの荷物にならないうちにザックを下ろしたいと

思います。 

 草加山の会が、今後もますます発展されることを願ってペンを置きます。 

“ありがとう皆さん” 
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リーダー部・機関誌部

山行 日　程 山岳名 リーダー 参加者

個 12/2 谷川岳 雪上訓練 長田 沼田、岸野、山口（裕）

埼百 12/3 志賀坂諏訪山 山本 黒澤、小林（い）、兼堀（善）、兼堀（恵）出口、阿部

県岳 12/8～12/9 冬山遭難防止研修・講習会 松浦 松田（弘）

畑野（順）、鎌形、兼堀（善）、兼堀（恵）、下川、出口

阿部、山崎（正）、松田（武）、浅井（祐）、浅井（昭）

土屋、山口（裕）、山口（敏）、染谷、今泉、青木

石井（文）、石井（美）、山本、鈴木（廣）、遠藤（試）

小野寺、福田、松井、宮澤、澁谷、殿塚、鈴木（勝）

リ 12/22 日和田山（岩トレ） 松浦 山口（裕）、沼田、松田（弘）、出口、岸野、土屋、石川

個 12/23 白毛門 山崎（寧） 鈴木（勝）、山崎（正）、殿塚

個 12/24 竜ヶ岳 山本 小野寺、小林（い）、松田（武）

浅井（祐）、畑野（順）、畑野（仁）、新島、四宮、

鎌形、大門、松田（弘）、岸野

個 12/29 沼津アルプス 山口（裕） 山口（敏）、山崎（寧）、山崎（正）、遠藤

個 12/30 八ヶ岳 広河原沢左俣 長田 会員外

個 1/2 北岳 池山吊尾根 長田 会員外

個 1/3 筑波山 山崎（寧） 朝倉、山口（裕）、松田（弘）

個 1/4 岩船山・太平山 山崎（正） 山口（敏）、宋

畑野（仁）、小林（い）、八並、染谷、兼堀（善）、今泉

兼堀（恵）、山口（敏）、山崎（正）、小野寺、大門

澁谷、鈴木（廣）、宮澤、山崎（寧）、松井、芳野、

森（律）、青木、遠藤、下川、浅井（昭）

松田（武）、畑野（仁）、井口、土屋、出口、高木、青木

松田（弘）、今泉

個 1/12 九鬼山 新島 大門、四宮、尾崎

個 1/12～1/14 蝶ヶ岳 鈴木（勝） 松浦、岸野

個 1/12～1/13 会津駒ケ岳 山口（裕） 会員外

個 1/13 八ヶ岳 広河原沢 長田 会員外

個 1/16 田沼アルプス 兼堀（善） 兼堀（恵）、澁谷、石井（文）、下川、小林（い）

個 1/19～1/20 天狗岳 山口（裕） 会員外

個 1/26～1/27 北八ヶ岳 山口（裕） 松田（弘）、宮澤

浅井（祐）、畑野（仁）、兼堀（善）、兼堀（恵）

杉山、井口、小林（い）、小野寺、山本、小宮、阿部

個 2/2 川場スキー 松田（武） 井口、宋、青木、山崎（寧）

殿塚、宮澤、新島、松田（弘）、石川、奥村、榊原（試）

庵滝のみ参加：平野（修）

個 2/3 金冠山～達磨山 兼堀（善） 兼堀（恵）、八並、木原、澁谷、大門、鈴木（廣）

県岳 2/9～2/10 那須冬山講習 山崎（正） 出口、松田（弘）、山田、岸野、朝倉、石川

個 2/10 前武尊十二沢BCスキー 長田 会員外

浅井（祐）、山本、大門、染谷、石井（美）、兼堀（善）

山田、鎌形、小林（い）、奥村、殿塚、尾崎、新島

山崎（正）、今泉、宮澤

個 2/17 幕山 井口 青木、兼堀（恵）、朝倉、澁谷、鈴木（廣）

個 2/23～2/24 北八ヶ岳 榊原

個 2/23～2/24 雄国山・猫魔ヶ岳 山口（裕） 鈴木（勝）、四宮、岸野、松田（弘）、平野（修）

山本、和田、石井（文）、畑野（順）、宮澤、石川

森（律）、染谷、土屋、井居、遠藤、鎌形、村上、松井

鈴木（廣）、兼堀（善）、阿部、小野寺、殿塚、出口

森（花）、沼田、朝倉

個 2/24 神楽ヶ峰BCスキー 長田 会員外

埼百 2/27 宝登山 宮澤 兼堀（善）、澁谷、鎌形、出口

リ 1/12 日光湯本スキー場 浅井（昭）

個 12/28～12/29 硫黄岳 浅井（昭）

個 1/6 鷹取山（新年山行） 鎌形

山行実績 （2018年 12月～2019年2月）

埼百 12/9
多峯主山～天覧山
（忘年山行）

畑野（仁）

リ 2/24 朝倉農園（バーベキュー） 松浦

個 1/29～1/30 幕山・葛城山 鎌形

個 2/2～2/3 日光庵滝、高山、社山 山口（裕）

浅井（昭）四阿山・湯の丸山2/16～2/17個
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心 に 残 る 山 

鈴木 廣 

 

未だに、北や南の名山も未知なのに、その中で心に残る山と言われ考えた結果です。 

それは山の会に入会した頃、山好きな弟と松田さんとで、春まだ浅い三月、新宿駅から夜行

列車に乗り小淵沢駅で途中下車、ホーム上の寒い待合室で仮眠をとり夜明けを待った。 

小海線の始発に乗り、毛木平から千曲川源流を遡上して甲武信小屋に向かった。 

甲武信小屋は冬期避難小屋として開放され、二名ほど先客がいたような記憶があります。床

板は凍り付き、まるで冷凍庫状態。救いだったのは山積みされた布団を好きなだけ敷き、掛

けて眠ることが出来た。 

翌日、甲武信岳山頂から素晴らしい冬景色と富士山が印象的でした。 

帰路、雪の徳ちゃん新道に大きな鹿が目から血を流し、登山道を塞ぐように死んでいて、そ

れはびっくり、飛び跳ねて通り過ぎたことです。 

これからも仲良く、楽しく山行を続けたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

甲武信小屋前にて 
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谷川岳 雪上訓練 
 記：岸野 

日時：2018年 12月 2日 

メンバー：長田 一樹、沼田 真澄、山口 裕史、岸野 康恵 

 

10：00 天神平→10：30 熊穴沢避難小屋→11：50 谷川岳・肩の小屋→12：00 谷川岳（ト

マノ耳）→12：10 谷川岳・肩の小屋→雪上訓練→15：00 熊穴沢避難小屋→15：45 天神

平 

 

ロープウェイで天神平へ。当初はロープウェイを下りた付近の斜面で雪上訓練を予定して

いたが雪が少ないため、頂上まで歩くことに。今回が雪山デビューの私は、アイゼンの装着

や雪の上を歩くことに慣れていないた

め、苦労しながら山頂を目指す。途中の

急な斜面には雪が無く、アイゼントレの

ように登っていく。 

山頂は見晴らしが良く、晴天で雪山と

は思えない暖かさだった。頂上付近の斜

面で滑落停止訓練を行う。ピッケルを持

つのも初めてでドキドキしながらも、な

んとなく感覚を掴めたか。下山はあっと

いう間で、楽しい雪上訓練となった。3

人の先輩ありがとうございました！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 5 - 

 

 

 

 

山本 理郎 

■日時  平成 30年 12月 3日（月） 

■メンバー L=山本、阿部、兼堀、兼堀（恵）、小野寺、黒沢、小林、出口 

■コース 独協大学前駅西口 6：00……外環……関越……花園 IC……小鹿野町 

……299号線……志賀坂トンネル出口駐車場 8：30……諏訪山山頂 

10：17……駐車場 11：50……宮本の湯……草加松原 16：00 

 

ネットで「諏訪山」と検索すると、群馬県の

諏訪山が上位に表示される.今日の諏訪山は埼

玉の 100 名山であり、混同を避けるために志賀

坂諏訪山と呼ぶらしい。国道 299 号線の群馬県

との県境近くに位置し、南に両神山、北に二子

山という岩峰の山に挟まれた、ごく平凡な山と

いう印象である。 

草加松原から 2：30 で登山口駐車場に到着。

登山コースは尾根筋道と谷筋道があり、行きは

そこそこ急登な尾根道を選び、帰りに谷筋を選

んだ。杉林を除けば、ほとんどの樹木は葉を落

とし、明るい登山道であった。下りは厚く積も

った落ち葉の下が、ガレ場の石で、緊張を強い

られた。山頂は南に向かって展望が開け、目前

に両神山の岩峰が迫ってくる。唯一眺めの良い

所である。ここも信仰の山らしく、小さいが祠

が鎮座したいた。 

今日の天候は高曇りで、雨は予想していなか

ったが、下山途中で小雨に見舞われた。 

全行程 3 時間強（休憩も入れて）という軽い

山行で、正午前には、駐車場に帰着していた。 

帰路は小鹿野町の小綺麗な割烹旅館（宮本

の湯）で汗を流し、花園インター近くのフォ

レスト花園で、大根そばという看板の店で食

事を取とり、早々に帰路についた。 

 

 

志賀坂 諏訪山（埼百） 
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冬山遭難防止研修・講習会 

記 松田弘一 

 

講習会 2018 年 12 月 8 日、9 日   

会場 埼玉県県民活動総合センター 

メンバー 松浦、松田（弘） 

 

1 日目は救急医療講習 山のファーストエイド（急な病気やけがをした人を助けるためにとる

最初の行動）を教わりました。 手順 状況評価、安全確保、緊急連絡。初期評価→重症度判断(意

識、呼吸、循環、背椎）一次救命処置。 二次評価→詳細観察 応急手当（止血、 

体位管理、その他）搬送 → 救助隊への引き継ぎ。 

応急手当の前の観察、評価 DOTS{ドッツ}評価 変・傷・圧・腫れ（へんしょうあっぱれ） 

足がつった場合、水不足が原因の時も、ストレッチ、ツムラ漢方 薬甘草湯がききます。 

手首骨折の疑いがある場合の応急手当は、サムスプリント(副木)を使うと便利です。 

足首のテーピング、三角巾を使って腕のつり方を教わりました。 三角巾は巻き方により、どの

部位にも使えるので非常に便利です。 

出血量と症状 成人男性 60kg 4.800ｍｌで急激に三分の一以上失うと生命が危険。 

 

2 日目 緊急搬送 リュックを使っての搬送、雨具の上下を縛っての搬送、ツェルトに巻きつ

けて搬送、ツェルトの端にストックを巻きつけて 6 人で搬送。リュック、雨具搬送は一人での搬

送なので負傷者の方の体重が重いと無理かもしれません。ツェルト搬送の場合、道が広くないと

厳しいです。 

 

元埼玉県警山岳救助隊（今は雲取山荘で働いています）の講演がありました。 

ハチには発煙筒がきくと言ってました。使うとすぐにいなくってしまうみたいです。 

熊は蛇が苦手らしいですので、もしも出くわしたら、ヒモなどロープを投げると有効かもしれ

ないとおしゃっていました。  
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多峯主山～天覧山 

（270m/197ｍ） 

                                                             記：畑野 仁美 

◆山行日：平成 30年 12月 9日 

◆山行者：1班 L畑野ひ・出口・鎌形・兼堀よ・下川・阿部・松田た・山﨑ま 

     2班 L澁谷・石井ふ・青木・浅井て・山口と・鈴木ひ・殿塚 

     3班 L浅井ゆ・土屋・山口ひ・山本・染谷・鈴木か・遠藤（お試し） 

     4班 L兼堀え・小野寺・石井よ・今泉・畑野じ・福田・松井・宮澤  30名 

◆コース：高麗駅～多峯主山（9：06）～雨乞池～見返り坂～天覧山（10：04） 

～高麗峠（11：10）～ドレミファ橋～巾着田（11：27）～高麗駅（13：52） 

 

埼玉百名山で担当することになり秋の彼岸花の時期を予定していたのですが、会長より忘年 

山行にとの指令が下りました。30名の皆さんが参加いただいたのが嬉しいです。 

 

高麗駅から住宅街の終わりに貯水槽があり向かい側に登山道が始まります、フェンス沿いの 

細い迂回路を登ります、少し急な階段状の 

坂を登りきれば山頂です、駅から 50分く 

らいで到着しました。 

すぐ下の雨乞池を通り源義経の母が風景

の良さに振り返ったと伝説の見返り坂を下

ると天覧山の登りです、ここも急な階段状で

す。2時間ほどで 2座登頂出来ました。 

住宅街のすぐそばにあり地元の人の散歩コ 

ースのようでとてもうらやましい～ 

天覧山から下ると一旦国道に出て巾着田

までは奥武蔵自然歩道を歩きます、高麗峠か

ら巾着田まで緩やかな登り下りでノンビリ

歩けます。 

河原で忘年会の始まりです、うどんすきに

ラーメン鍋と各班それぞれ美味しそう！ 

我が班は二つの鍋いっぱいの具は綺麗に平

らげました。お酒もいっぱい飲んだようです

ね～ 

 

お天気もまあまあ、寒さもあまり感じることなくできたのが良かったです。 

皆さんのご協力もあり無事任務完了できました、ありがとうございました。 
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■ 日和田山 ／ 岩トレ ■ 

 

日 時：平成30年12月22日8時30分～ 

メンバー： Ｌ松浦剛 ／ ＳＬ沼田真澄 ／ 山口裕史 ／ 出口栄子 ／ 岸野康恵  

／ 土屋玲子 ／ 松田弘一 ／ 石川浩道   

場 所：日和田山 

 

 

 駐車場から20時分ほど歩くと、さっそうと数十メートルの切り立った岩山からロープを垂

らし、サブリーダーが消防士のように降りてくる。 

 熟練の経験者であり、指導者であるリーダー、サブリーダーは、テキパキと準備が進めら

れる。 

 登山ヘルメットすらも初めて被る私は、ハーネスも当然初めての装着。 

 「ビレイ」、「トップロープ」、「エイトノット」、「アイゼントレ」経験者たちが交わ

す言葉・・わかる言葉が一つもない。 

 班を男岩、女岩と二手に分け、岩トレが開始された。 

 岩が冷たく、指先の感覚がなくなり、緊張感と高揚感だけでよじ登る。 

 経験者たちの流れるような上り方には、程遠い姿で必死に這いつきながら登った。 

 恐らく始めて体験する人は、今回のような緊張感と高揚感と満足感、達成感が味わえる経

験は、そうそう無いと思う。 

 冷静になって、振り返るとそんな未経験である私に不安も与えず、ビレイ役に徹していた

だいたリーダー、親切丁寧に教えてくれたサブリーダーや経験者の方たちに感謝します。 

 ありがとうございました。 

石川浩道 
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上信越 谷川連峰 白毛門 1720m 
記・山崎 寧子 

 

2018年 12月 23日 

メンバー Ｌ山崎寧子 鈴木勝、山崎正、殿塚 

行程 交通所要時間約 2時間半 土合の家駐車場 山行歩行時間約 8時間前後（休憩含む） 

標高差約 1200ｍ 

S土合駐車場７：00～山頂 11：30～G駐車場 15：00 

 

楽しみにしていた白毛門からの景色。 

真っ白で何も見えず、がっくしとがっくりと思い

きや 

前を行く 70歳超えのメンバーの頑張る姿に触発さ

れ。 

初雪登山に雪が降り、適度な寒さに、 

「あんまり寒くない」 

と、強がりながら、 

サラサラ雪 

べちょべちょ雪 

泥まみれ雪 

を楽しんだ。 

登りばっかり 4時間半。飽きるほどの登り〜 

やっと辿り着いた山頂は、やはり真っ白け。何に

も、見えなかった（笑） 

恐怖のはずの馬の背も、山頂直前の急斜面も、白の世界で足元しか見えず、 

あっというまの 8時間。 

気づいたら、なんだか満足感満載だった。 

晴れたらすっごく素敵な景色だっただろうなぁ。また来よう。一緒に歩いてくれた仲間たちに感

謝する。 

 

あざーす。 
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山本 理郎 

■日時    平成 30年 12月 24日（月曜日で祭日） 

■メンバー  L=山本、松田、小野寺、小林、 

■コース   草加駅西口 6：30……本栖湖キャンプ場 9：00……見晴らし台 10：40 

    ……分岐 11：30……山頂 11：40……登山口 13：35 

この季節「竜ヶ岳」はダイヤモンド富士の絶

好の撮影ポイントらしい。本栖湖キャンプ場

に到着したのは 9時ですが、すでに 30台位

の駐車があり、日の出を狙って入山している

登山者のようである。 

今日の登山計画は 2日前の 22日の予定であ

ったが、天候が思わしくなく、一旦中止した

計画を再度実行したものです。朝から富士の

雄姿が裾野まで見渡せる、絶好の日和になっ

た。身支度を整え、キャンプ場を横切り、一

気に尾根に登るルートである。木々は冬枯れで樹林帯でも周囲の景観が見渡せるパノラマコ

ースである。尾根筋にでると、笹原を行く

登山道になり、富士の裾野の先には駿河湾

が見渡せた。日の出前に入った写真愛好家

と思われる登山者が続々と下山してくる。

ただ朝方は凍り付いた道も溶け出すと下り

道は特に始末が悪い。11 時 40 分山頂到着。

広々とした山頂で、草原が湿っており、ベ

ンチが数か所あったが、先客が使用中で、

仕方なく立って昼食を取る。雪をかぶった

富士を背景に登頂記念写真を撮ってもらう。

富士山をバックに今年の山行を締めくくると

いうのも気分の良いものである。 

帰路は分岐まで下り、そこから一気に本栖湖

に向けて下る。北斜面で、落ち葉の下の氷に

注意しながらの下山であるが、泥んこもなく

快適で会った。キャンプ場の東屋で熱いイン

スタントのなべ焼きうどんを作り、帰路につ

いた。 

竜ヶ岳（1485ｍ） 
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硫 黄 岳 

記 松田弘一 

 

山行日 2018年 12月 28日、29日 

 

メンバーL浅井（昭）・浅井（裕）・新島・SL畑野（順）・畑野（仁）・鎌形・大門・四宮 

岸野・松田 

 

コースタイム  

12月 28日 美濃戸口 8：57 美濃戸 10：23 行者小屋 14：20 赤岳鉱泉 15：07 

 

12月 29日 赤岳鉱泉 7：12 赤岩の頭付近 8：57 赤岳鉱泉 9：59着く 10：39出発 

堰堤広場 11：38 美濃戸 12：15 美濃戸口 13：10 

 

雪山に登るのは初めてで､ドキドキしながら当日を迎えました｡  

美濃戸口から歩き出しました｡リーダーの浅井さんによると例年より雪が少ないとの事､美濃戸

山荘から雪が急に増えてきましたので、ここから 12本アイゼンを装着。 アイゼンがあると滑ら

ずに登る事が出来ました。時々アイゼンの爪が岩とかに引っかかって、転びそうになり、慎重に

歩いた。 

行者小屋で休憩中、雪が降ってきて風もあり、かなり寒かった。やっとのことで赤岳鉱泉に到

着。夕食は干物とお肉、美味しく頂きました。 

 

翌日の天気予報が悪いので、山頂まで登らず、手前で引き返すかもしれないと言われました。

赤岩の頭付近に着くと、ガスで何も見えないので記念写真を撮り下山。八ケ岳 気温マイナス 15°

寒すぎ！ 
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冬（12～2月）の山行記録 
記：山口 裕史 

沼津アルプス縦走 今年も富士を見て山納め 

山行日：2018年 12月 29日（日帰り） 

メンバー：L山口裕、山口敏、山崎正、山崎寧、遠藤、宋 

コースタイム：6時間 5分 

香陵台 8:20 - 9:05 八重坂峠- 9:25 横山- 9:45 横山峠- 10:15 徳倉山- 11:05 志下坂峠- 11:15 志

下山- 11:20 馬込峠 - 11:55 小鷲頭山- 12:10 鷲頭山（大休憩）12:35 - 12:40 多比峠- 13:22 大平

山- 13:42 多比口峠- 14:25 山口道バス停 

毎年最後の恒例行事は富士山がきれいに見える山に登り、美味しい食事を食べること。今

年は 6 人で最後で沼津アルプスに行ってきました。毎年サクッと歩けるところを選んでいま

すが、歩いてみたら意外に急坂のアップダウンが多くてなかなか大変なルートです。途中エ

スケープもありかなーと思っていましたが、みんなよく歩き、結局予定通り全部縦走して下

山できました。 

  

富士山に太平洋の海を見ながらとなかなかお勧めの山域ですね。 

桜の植樹もされているので春に訪れるのもいいかもしれません。下山後は、沼津港の丸天に

て美味しい海鮮をいただき 1年を締め繰りました。 

今年 1 年怪我もなく無事に登山を楽しめたことに感謝です。来年はいよいよ百名山登頂を

目指します。 

 

会津駒ケ岳 雪山テント泊厳しいラッセルをワカンにて 

山行日：2019年 1月 12-13日（2日間） 

メンバー：L山口裕、会員 3名 

コースタイム：1日目 6時間 20分、2日目 5時間 

■1 日目：村営グラウンド 9:00 - 9:05 駒ヶ岳登山口バス停 - 10:00 会津駒ヶ岳滝沢登山口- 15:20 

1800m 地点にて幕営 

■2 日目：幕営地 6:55 - 8:25 会津駒ヶ岳- 8:50 駒の小屋（小休憩）9:05 - 11:30 会津駒ヶ岳滝沢

登山口 - 11:40 会津駒ヶ岳登山口- 11:46 駒ヶ岳登山口バス停- 11:55 村営グラウンド 
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冬期の東北の山はなかなかいけないので 3 連休を使って桧枝岐に入りました。気になって

いた大戸沢岳から会津駒ケ岳への周回、雪がついていれば登れるのでは思い計画しましたが、

前日 30～40cm の降雪があったようで、取り付いてみて雪が深すぎこれは無理と判断しました。 

会津駒はスキー、スノーシューの先行者と、少し前にワカン、アイゼンの先行者がいました。

皆さん日帰りのようで自分達だけ重装備。トレースを辿ってもさらに膝くらいまで潜り込む

のでほぼラッセルしているような状況で厳しかったです。15時の段階で 1800m付近までしか

登れず展望良好な場所で幕営しました。 

冬は美味しいものを食べるために担ぐ労力は惜しまないのですが、それは山域によります

ね。今回みたいな時は軽量化を図らなければならないと反省点になりました。まーカレー鍋

をつまみにお酒が美味しかったので楽しいのですが・・・これじゃいかん。 

2 日目は天気予報では晴れでしたが

山頂付近はガス。風でトレースもかき消

され、2,000m 付近でホワイトアウト。

久しぶりに何も見えない状況でしたが、

GPS を見ながら山頂を目指していると

ガスが少し弱くなり稜線が薄っすら見

えてきて一安心しました。山頂では展望

もなく、道標も埋まり真っ白な世界に色

を持ったのは 4人だけ。これもいい経験

です。 

下山時にはご褒美のようにダイヤモ

ンドダストに出会いました。美しい自然の現象に会えるのはこの天候だったからこそ。 

そうそう、下山してきた方と話した時にワカンで登っている人初めて見たと言われました。

確かにこの雪質だとスキーかスノーシューが適切な山です。でも、ワカンでも登れたよ～日

帰りでは厳しいと思いますが…。ルート取り、重装備時の新雪ラッセル、ホワイトアウトな

どなど勉強になり実り多い山行でした。今度は雪が締まっている時期に大戸沢岳から会津駒

の周回を再度チャレンジしたいと思います。 

 

天狗岳 雪山テント泊 

山行日：2019年 1月 19-20日（2日間） 

メンバー：山口裕、会員外 8名 

コースタイム：1日目 5時間 5分、2日目 4時間 40分 

■1 日目：渋御殿湯 10:55 - 12:10 八方台方面・渋の湯方面分岐- 12:45 渋ノ湯・唐沢鉱泉分岐- 13:30 

黒百合ヒュッテ（テント設営）14:30 - 15:15 中山・展望台 15:30 - 16:00 黒百合ヒュッテ（テント

泊） 

■2 日目：黒百合ヒュッテ 7:20 - 7:30 中山峠 - 8:20 天狗岳分岐- 8:32 天狗の鼻- 8:45 東天狗岳- 

8:55 天狗の鼻 - 9:00 天狗岳分岐 - 9:35 中山峠 - 9:37 黒百合ヒュッテ（テント撤収）10:35 - 11:00 

渋ノ湯・唐沢鉱泉分岐 - 11:20 八方台方面・渋の湯方面分岐- 12:00 渋御殿湯 
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雪上テント泊訓練に八ヶ岳の天狗岳

に行ってきました。先週は会津駒で厳

しいラッセルだったのでそれに比べる

と八ヶ岳の雪が少ないこと。登山開始

から一応雪道だったのでホッとします。 

1 日日は黒百合ヒュッテまで歩きテン

ト幕営。本当は雪上訓練（滑落停止な

ど）をする予定だったようですが、雪

も少なくできる場所がない。そこでア

イゼンワークの練習がてら天狗対面の

中山展望台へアイゼン歩行で登ってみ

ました。中山展望台初めてだったんですが、北の蓼科、その奥の後立、西には槍穂、御嶽、

南には天狗の景色が広く見渡せ、お手軽で良い場所でした。その後、鍋を囲んでテント泊を

満喫。 

2日目、夜は星と月空がきれいだった

のですが、朝テントの外に出ると雪。

風もありましたが雪訓なので登ってき

ました。天狗への稜線では最大で風速

10～15m 位と耐風姿勢を取る程でもな

かったけど普通なら登らずに下山だっ

たか。先週のラッセル訓練に続き、ア

イゼンによる歩行訓練と思えば歩いて

良かったです。今回は雪山の楽しさと

厳しさを味わった 2 日間でした。会津

駒・天狗と天気が悪かったので来週の

北八ヶ岳、再来週の日光は晴れて欲しいですね。 

 

日光 人気の氷瀑庵滝雪山ハイクと社山 大日崎尾根からのバリエーションルート周回 

山行日：2019年 2月 2日（日帰り） 

メンバー：L山口裕、SL殿塚、新島、奥村、松田弘、石川（お試し）榊原、平野 

コースタイム：5時間 30分  

赤沼バス停 9:20 - 9:45 戦場ヶ原展望台- 10:05 小田代原 - 10:15 弓張峠 - 11:30 庵滝（大休憩）

12:05 - 13:20 弓張峠- 13:25 小田代原- 14:20 泉門池 - 14:50 光徳入口バス停 

最近入会した人が雪山にいいなーと思ってもらえる場所ということで、コースタイムも短

く氷瀑を楽しめる最近人気の庵滝に 1日目は行きました。 

天気予報に反して、日光駅からは上部が雲に覆われ到着してみるとまさかの降雪。テンショ

ン下がりながらもパラ雪だったので予定通り歩くことにしました。数日前に雪が降った影響

か、弓張峠より先は結構雪が積もっていて、雪道歩きも適度に楽しめました。 
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お目当ての庵滝は、雲竜渓谷よりもこぢ

んまりとしていますが、結氷はしっかり

していて見上げるような氷瀑に感動し

てくれたのではないでしょうか。氷柱の

落下に注意しながら裏に回るとブルー

で心落ち着きます。 

下山時にはラッセル体験のためワカ

ンを装着し、あえて踏み後のない場所を

歩いてもらいました。こういう余裕のあ

るコースで試すにはもってこいです。た

だ、こんなことやっていたので当初下山

時に登る予定だった高山は時間がなく

なりカット。その代わり歩いた戦場ヶ原

では天気が回復し男体山を見ることが

できました。今回もかなり人が入ってい

ましたが、これからもっと人気のスポッ

トになっていくんだろうなー。雪山初心

者にはちょうど良いルートでした。下山

後は一度日光まで戻り宿泊。美味しい欧

風料理にワイン・日本酒飲み放題でお酒

を少々たしなみ皆で盛り上がりました。 

 

山行日：2019年 2月 3日（日帰り） 

メンバー：L山口裕、SL殿塚、新島、奥村、松田弘、石川（お試し）榊原 

コースタイム：8時間 15分 

立木観音前 BS8:00 - 8:10 歌ヶ浜駐車場 - 9:30 阿世潟- 12:55 社山（小休憩）13:10 - 13:50 阿世

潟峠- 14:15 阿世潟- 15:30 歌ヶ浜駐車場  - 16:15 湖畔亭（温泉） 

2 日目は本格的な雪山を登る楽しさ

を味わってもらうべく社山を歩きまし

た。社山は一般ルートだとピストンで

面白くないので、前々から目を付けて

いた大日崎尾根からのバリエーション

ルートを選択します。 
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社山は行きと帰りとも中禅寺湖を 1

時間以上歩かなければならないのが難

点ですが、男体山を眺めながらの歩き

は面白いと思います。今日は最高の天

気で湖面に映る男体山が見事でした。 

大日崎尾根に出るまでが結構な急坂で

したが、それを越えると緩やかな尾根

歩きが楽しめます。中禅寺湖を眼下に、

百名山の男体山と日光白根の展望が何

せ最高で山を始めたばかりの人は感動

の景色でしょう。思った程、雪がなかったのですが、一部ラッセルが必要な雪深いところも

あり、雪山としても十  分に楽しめました。 

日光の冬は、雲竜渓谷に庵滝の氷瀑、切込・刈込や戦場ヶ原の雪山ハイク、社山や女峰山、

日光白根でのガッツリ登山と年に 1回は訪れいたいエリアです。 

 

雄子沢登山口から雄国沼雪山テント泊（雄国山と猫魔ヶ岳に登る） 

山行日：2019年 2月 23-24日（2日間） 

メンバー：L山口裕、SL鈴木勝、四宮、岸野、松田弘、平野 

コースタイム：1日目 5時間、2日目 4時間 

■1 日目：雄子沢駐車場 9:45 - 11:25 雄国沼休憩舎（テント設営）12:25 - 13:05 雄国山（小休憩）

13:20 - 14:45 雄国沼休憩舎 

■2 日目：雄国沼休憩舎 6:50 - 8:50 猫魔ヶ岳（小休憩）9:00 - 10:10 雄国沼休憩舎（大休憩）10:45 

- 11:35 ブナ太郎 - 11:50 雄子沢駐車場 

夏のニッコウキスゲと猫石から見た雄国沼に魅了され、冬に来たら絶対に素晴らしいだろ

うなと思って 3 年前から計画しては天候不良で中止が続き、今年も 2 月 2 週、3 週と断念し

て 3度目の正直でようやく実現した山行です。 

雄子沢登山口から沢沿いに入りましたが、厳冬期のこの時期にまるで春のような雪の少な

さで少々驚きました。とは言えそこは裏磐梯、終始雪を楽しめます。 

今回は、雪山テント泊を始めたいメンバーと行きましたが締まった雪でラッセルもなく天

気も良く、温かく、雪山の素晴らしさを感じるには絶好のコンディション。私もホッとしま

した。 

 

1 日目のテント幕営後に雄国山に登りましたが残念ながら若干雲が多く飯豊が見えなかっ

たのが残念。このコースは歩行時間も雪テン初心者にはちょうど良い感じです。 

2 日目は雲 1 つない晴天で風も弱く最高のコンディションでした。猫魔ヶ岳は自分たちし

か歩いておらず、自分たちで判断したルートを歩き、頂きにたどり着くと 360 度の大展望。

白く美しい東北の山々の姿が印象に強く残りました（特に飯豊山）。歩行時間もそれほど長く

ない。まさに目論み通り雪山の醍醐味を味わえた会心の山行でした。 
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雄国山から雄国沼をバックに記念写真 

 

雄国沼結氷しているところを縦断 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

猫魔ヶ岳から磐梯山をバックに記念写真 
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を壊して高度が下がってくる。どうやら同じパーティーのメンバーが巻いて上からトッ

プロープ降ろしてくれるのを待っているのが解ったので、待っているのも馬鹿らしくな

り、断りを入れて滝右側を登り出す、下部のナメ部分は飛ばして、バーチカル部分でス

クリュー3本、落口が思いの外悪くて抜けるのに、踏ん切りがナカナカつかなかったの

だが、テンション掛けて休憩してから思い切って乗り越す。 

メンバーを確保していたのだが此処でメンバーが回収時にヌンチャクを 2 本落とし

てしまい、別の後続パーティーに拾って来て貰うチョンボ（汗）どうやら回収時にスク

リュー内部の氷の除去に手間取りパンプしてしまった模様です。手袋が厚すぎるのも原

因の一つかと！ 

 

その後 CS7ｍ滝は右側を登り、3 段になっている簡単な滝を登り上に行くと、上部の大

滝が見えたが、事前情報の通り繋がっていないので、阿弥陀岳登頂は諦めて御小屋尾根

に復帰するべくトラバース開始、地形図で確認すると岩稜帯を避けて下り気味にトラバ

ースしてからルンゼを上がるパターンと無理矢理直登して岩稜帯のヤブを突破するパ

ターンが考えられた、距離の短そうな直登を選んだのだが思いの外悪く、時間が掛かっ

てしまい 15：30に御小屋尾根 2500ｍ付近に復帰、簡単に食料と水分補給して下山開始

するが、途中でヘッデンになる。だがメンバーのライトが暗い（汗）予備電池はある 
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がザックの下で出すのが面倒

との事、良い機会だし行ける所ま

で自分のヘッデン一つで行って

みる事にする。 

下山は登山道だし楽ちんと思

っていたのだが、下部では降雪が

溶けて凍ってを土の中で繰返し

ているようで、路面がボコボコの

上、踏み抜きまである始末（汗）

慎重に歩いたせいか思ったより

も時間がかかり 19:00 近くに駐車

場に着く。 

 

互いに失敗があり、帰りの車中で対策を話しながら帰路に着く、失敗を糧にするべく

努力せねばと思い直し 2018 年の山行も無事終わりました。 
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          L:長田 一樹 会員外 

2019.01.02 

7:35 夜叉神峠駐車場→南アルプス林道→8:40 鷲ノ住山取り付き 8:50→9:50 発電所吊

橋→10:05 南アルプス林道奈良田側 10:15→11:00 あるき沢橋 BS→13:30 尾根 1900ｍ付

近→14:45 池山避難小屋テント泊 

01.02 

6:45 テン場→8:40 砂払→9:45 ボーコン沢の頭→11：05 八本歯のコル→トラバース道

→12:30吊尾根分岐 12:40→14:40 砂払 14:50→16:00 テント場 

01.03 

7:00テン場→10:00あるき沢橋 BS→10:30 発電所→12:10 鷲ノ住山南アルプス林道夜叉

神側→13:05 夜叉神峠駐車場 

 

3 日の天気の回復次第だが、午後から回復するだろうと期待して 2 日早朝自宅を出

発！道中でメンバーをピックアップして一路、夜叉神峠へ 

 

当初は帰りの鷲ノ住山へ

の登り返しが嫌で、奈良田か

らの林道歩き 3 時間を考え

ていたのだが、前夜に地形図

を眺めていて余りの距離差

に嫌になったのとアイスク

ライミングの道中偵察も出

来るので夜叉神峠経由に切

り替えました。 

駐車場には 4.5 パーティ

ーいるが皆さん鳳凰三山の

ようで、今日はソロの方と自

分達だけが北岳のようです。準備が整いゲートを空けて歩き出す。ちょっと歩いて封鎖

されたトンネルへ左側の扉を開き、ヘッデンを点けて暗闇の中へ、内部は割と暖かい（笑）

音が反響するが、それにも徐々に慣れる、南アルプス林道とトンネルを歩くという、や

ってみたかった事の一つが叶ったなと思うと、登り出したばかりなのにチョット嬉しく

なる。 

 

遙か先に雲が掛かった、農鳥、間ノ岳見ながらトンネルを何個か潜り歩くと、一時間
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程度で鷲ノ住山取り付きへ、休憩してから登るのだが登りは少しで下りが沢山、折角

車と林道歩きとで稼いだ標高を 400ｍ近く下げる事に（笑）下の方に対岸の奈良田から

の林道が見えるのだが彼処まで下がるのかと思うと気が滅入ります（汗）吊橋に着いた

ら一人ずつ渡り、チョット悪い発電所脇を通り抜け、林道に復帰する。陽があたってポ

カポカして周りに雪も無いので奥多摩か丹沢のような錯覚を起こすが、周りの山は比に

ならない高さなので、南アルプスの中なんだなと再確認して歩き出す。またトンネルを

何個か潜り氷で滑って転んで（汗）40 分程であるき沢橋 BSに到着すると、年末年始に

入ったパーティーが沢山下山してくる。トレースバッチリで楽勝かなどとコノ時点では

思っていました。 

此処からは一転して急登になるので重荷が堪えるが、しばらくすると斜度も緩やかに

なるまた丹沢みたいだなぁと思って歩いていると、再び斜度が立って来る。少しずつ雪

も出てきたがアイゼンは付けずに、登り続け右手に曲がると尾根上に乗ったようで緩や

かになる、もう少しで池山御池小屋だと思っていたのだが、重荷のせいか？思った以上

に時間がかかり 15:00近くに漸く到着。テントを張って中に入り、着る物着込んでホッ

として、水作りつつ乾き物で乾杯して、ウィスキーの酔いが回って暖かくなったら、御

飯作って食べて 20:00前には撃沈 Zzzz 

 

6 時出発の筈が、昨

晩のお湯割りでお湯

を使い過ぎ、朝に作

る羽目になり 45 分

の遅れ（汗）天候回

復が遅いようなので、

遅出も有りかと思い

直すが、念の為山頂

13:00 をリミットと

する。樹林帯は問題

無し、ただ縦走用ア

イゼンが此処でも新

しい靴と馴染むと緩

くなり再調整する羽

目に（汗）砂払手前にテントが 2張りとテント跡が 2箇所、此処まで上がれば 1 時間は

稼げるのでアタック日は余裕が持てるだろう。樹林帯を抜ける前で服装調整と水分食料

の補給と用足しをして吊尾根上に出る。思ったよりは風も弱く雪も少ない、時折日もさ

して後ろには富士山、右手には鳳凰三山、その奥には甲斐駒、行先には北岳、そこから

左に目を移せば間ノ岳に農鳥、西農鳥と素晴らしい景色の中、冬山を実感しながら 
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尾根を歩く、余分な汗をかかないように服装と行動負荷を調整しながら、併せてメン

バーとも調整しながら歩き続ける、歩きながら思っていたのですが、ボーコン沢の頭近

辺までであれば、初級者でも来れるのでは？と思いました。勿論雪山装備を担げる体力

が前提になりますが、樹林帯から一時間ほど歩けば、この風景を楽しめるので行く価値

は有るんじゃないかと思います。徐々に風が強くなりますが、北岳のお陰か？巻き込ん

でくる風はあっても、農鳥･間ノ岳の稜線の雪煙のような強烈な偏西風は未だ大丈夫で

した。そうこうしていると八本歯のコルへ、滑ったら大変なので此処は慎重に行きます。

抜けたら水分と食料補給して此処からが本番と気合い入れ直します。 

 

 

ここで何となく腰回りが寒いかなぁくらい思いましたが、ハードシェルも着込んでいる

し、太陽も出てきたので、そのまま進むとトラバース道の途中から猛烈な風が（汗）歩

いていられないので止まって耐風姿勢で暫く待機、弱くなったら歩き出すのだが、稜線

に近くなるほど強くなり風に耐える時間が長くなる、此処でも一度撤退を考えたが、稜

線直下の雪溜まりでメンバーと話し合い、行ける所まで行って駄目なら撤退と決めて、

雪溜まりから身体を出して稜線に出た瞬間、吹っ飛ばされそうな強烈な偏西風（汗）耐

風姿勢というか四つん這いで何とか耐えるが耐えている間にも体温が奪われ、手先、顔、

頭と温度が下がっていくのが解る。メンバーには雪溜まりで待ってもらって、しばらく

様子見たが流石にもう無理と判断し、雪溜まりに何とか戻って撤退を伝える。メンバー 
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の顔にも少し安堵が見えたようだったので、あと 30 分の所で残念だったが、これで

本当に戻ろうと決意して、来た道を風で飛ばされないように注意しながら戻る。  

八ヶ岳くらいの風なら何とかと思っていましたが 3000ｍオーバーでの偏西風はレベル

が違いました（汗）稜線で風に煽られながら見た中央アルプスは忘れられません！！  

悔しさ半分安堵半分のまま降りて来て、八本歯のコルを通過して安全圏に入った途端、

つまらない所で脚を引っ掛けたり、息が上がってしまう、メンバーに顔が白いと言われ

て自分が低体温症になりかけているのを実感する。 

取り敢えず、ハードシェルの上からインサレーション着込んで、お湯を沢山飲んで食

料を取って、風を避けて岩陰でうずくまっていると少しマシになってきて行動を再開す

る。樹林帯に入ると今日入山してテントを貼る人が沢山！ソロの人が多かったです。テ

ン場近くなって漸く身体も温まり、撤退して無事戻って来た事を素直に喜んでいました。  

内張りが凍ったテントで残念会を開いてみるが、寒いので先にご飯を食べてからにする。

疲れからか？お湯割りもあまり進ま

ず寒いのでシュラフに入りながら飲

もうとしたがシュラフも湿気ってい

て温まるまで時間がかかり結局

19:00 過ぎには寝入ってしまう（笑） 

翌朝は普通に起きて撤収ですが、風

も止んで天気も良くて絶好の登頂日

和です！！後ろ髪惹かれながら下山

します。鷲ノ住山の登り返しも何と

か終わり、夜叉神側の林道を歩いて

いると北岳に繋がる池山吊尾根が美

しい曲線を見せてくれていて、昨日

の寒さや風に風景が既に懐かしくな

っていました。紺碧の空に白い雪面

に美しい稜線と強烈な風は、中毒性

が有って怖いです。  

岩園館で凍った身体を解して、奥

藤本店よりリーズナブルで量も多い

奥藤分店で天麩羅蕎麦ととりモツ煮

食べて帰宅しました。 

 

色々と失敗もありましたが、収穫も多かったです。帰路車中でまた反省会（汗）去年と

変わらないなぁとボヤきましたが、「でも反省しないと成長しないのではないか？」と

言ったメンバーの言葉に頷き、同じ失敗はしないと決意した新年山行でした。      
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茨城県 筑波山 877m 
記・山崎 寧子 

 

2019年 1月 3日 

メンバー Ｌ山崎や、山口ひ、松田こ、浅倉 

行程  

4時間 29分 2時間 36分 7時間 5分 

Sスタート地点 04:29 

06:09筑波山頂駅 06:13→09:00筑波男体山 09:02 

→10:15筑波山神社 10:39→10:41白雲橋登山口 10:45 

11:34駐車場 

 

駐車場には、何台か既に車があった。 

真夜中と言っても、やはりお正月。筑波山はお休みなしで登山者を迎えている。 風があり、今

年の筑波山は寒い。  

4人で真っ暗な登山道を進むこと 1時間、山頂についてしまった。 

日の出までまだ早い。  

寒さの中で待っていると、なんと大サービスで真っ赤な朝焼け。 

空がまたたく間に赤く染まる。 

物凄い赤で、例えようのない色で、私達を迎えてくれた…  

今年は大サービスだなぁー。 

あと 1年、山に登りたい。 私の登りたい山はもう無理だから、せめて楽しく登ること。 

来年からは、夏しか登れないかもしれない。 

心の中でブチブチと思うところがあるも、仕方ないな〜。 

健康は私には縁がなかったな。 

今年の目標を、新年のこの陽に誓う。 

「悔いのない山登りを」 

人が真剣に朝日に向かっていると、山頂

の大勢のギャラリーがふざけてさわいだ

り、笑ったり。 

「平和だなぁ〜」と、感じる瞬間。 

 

新年。あざーす。 
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岩船山〜太平山 縦走ハイキング 

（馬不入山（うまいらずやま）・桜峠・晃石山（てるいしさん）経由） 

記：宋 寅虎 

◆ 山行日：2019 年 1月 4日（金） 

◆メンバー：L山崎(正)、山口(敏)、宋 

◆コースタイム： 行動時間＝７時間 30分 

草加駅 8:17→8:41 南栗橋駅 8:46→9:20 栃木駅 9:36→9:47 岩舟駅～10:30 岩舟山 10:50

～12:00馬不入山 12:20～13:00桜峠 13:10～14:10晃石山 14:20～15:00ぐみの木峠～15:40

太平山～16:00太平山神社～17:00 客人神社～17:30 新大平下駅→草加駅 

 

  2019 年新年山行として L 山崎(正)、山口

(敏)さんと 3 人で、栃木県岩舟町と栃木市の岩

船山（いわふねやま）〜太平山（おおひらさん）

縦走のハイキングに行ってきました。太平山は

何度も行ったが、岩船山から太平山までは初め

て。電車で JR両毛線の岩舟駅に到着。登山口ま

では徒歩数分。ここから長い 600 段ほどの階段

を登っていく。 

岩船山は標高 172.7ｍの山で、かつて江戸時代

に掘り起こされた採石場でして、見ても分かる

ように、掘削角度は約直角。山の北側の一部は東

日本大震災で崩落して、独特の形状になったそ

うです。以前は淵まで行けたが、今はフェンスが設けられています。 

 岩船山を下山したら、2km ほど歩いて馬不入山（標高 345m）の登山口に到着。ようやく馬

不入山頂に着き、他の登山者と共に休憩。その後、桜峠に着き、ここは広くなっていて、休憩

できるようになってます。そして本日最高峰、晃石山（標高 419.1m）を目指す。ここからの

展望は素晴らしい。男体山も見えます。因みに晃石山は栃木百名山の 89座だそうです。最後

に太平山（標高 346m）へ。そして下山完了！あとは新大平下駅まで歩いてハイキング終了。
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新年登山 鷹取山 

記:鎌形 瑞枝 

日   程  2019年 1月 6日 

メンバー   L.鎌形、畑野(仁)、小林(い)、大門、八並、染谷、兼堀(善)、兼堀(恵)、 

       山口(敏)、山崎(正)、渋谷、芳野、小野寺、浅井(昭)、今泉、鈴木(廣)、 

       松井、宮澤、山崎(寧)、森(律)、土屋、青木、遠藤、奥村、下川 

コース    草加 7：17－7：50人形町 8：00－8：56金沢八景 9：00－9：05神武   

       神武寺駅 9：20==10:00 神武寺==11：00鷹取山==磨崖仏==追浜駅 

神武寺駅より神武寺へ。奈良時代、行基創建、1300 年の歴史あり。薬師堂はお正月の為お

参りができた。樹齢 400 年の「なんじゃもんじゃ」の木あり。女人禁制だった石段を行く。

アップダウン、鎖場もあり 1時間ほどで山頂へ。岩トレをしていました。展望台へ。江の島、

三笠丸の入江、東京スカイツリー、ランドマ

ークタワー等確認できました。広場で昼食の

準備を始めた直後、警官が来て火気厳禁との

事。泣く泣く諦め、お酒で体を温めつつ、食

べられるものを食べ早々に撤退する。浅井家

の工場で仕入れたアルコール等で仕切り直し

出来ました。素早い行動、協力有り難うござ

いました。   

 

▲▲ 葛城山・幕山 ✿✿ 

日   程  2019年 1月 29・30日 

メンバー   L.鎌形、浅井(祐)、兼堀(善)、兼堀(恵)、杉山、井口、畑野(仁)、小林 

       小野寺、山本、小宮、阿部 

コース    １/29 草加 5:30―9:20葛城山登山口==山頂==12:30ロープウエー駅 

       1/30 伊東園 H―幕山登山口 9:20==10:40 幕山==南郷山==五郎神社 

1/29 クライミングの城山をピストン。富士

山の雪の無さに驚く！気持ちの良いトレイル

後は急登で絶景の山頂に。暖かい物で昼食後ロ

ープウエーにて下山。 

 1/30 熱海桜堪能。幕山は祭りの準備中。紅

梅、白梅咲きだしていて香りを楽しみました。

数か所でクライミングをしていました。南郷山

を経て五郎神社へ。富士山見えず。二日間あり

がとう！！ 
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九鬼山（富嶽１２景）～馬立山～御前山 
                                     記：尾崎 

 

山行日    2019年 1月 12日（土）曇りのち晴れ 

メンバー   Ｌ新島 大門 四宮 尾崎 

コース    田野倉駅 8：10…登山口 8：30…九鬼山 10：05…馬立山 11：38 

沢井沢ノ頭 12：20…御前山 12：38…猿橋駅 13：57 

 

【秀麗富嶽十二景】 

【大月市、秀麗富嶽十二景が選定され平成 4 年に公布された。大月市域の山頂から望む美

しい富士山を市のシンボル都市に、併せてふるさとの自然をそのまま後世に伝えようと意図

したもの】と記されてある。 

九鬼山はその富嶽十二景の 10番。今回は九鬼山～馬立山～御前山の縦走。 

富士急行線の田野倉駅を下車し、Ｒ139 号線を右手に山側の道を歩き線路を渡り、舗装路を

歩いていくと沢の手前に登山道の道標が現れる。そこからは本格的な急坂が続き、歩くこと

20分位で大きな富士山が現れ、中央高速道、リニア新幹線の実験線を見下ろせる展望のいい

稜線に出る。引き続きの急坂の途中に「天狗岩」の看板が出て来る。それを右に折れ 5分位、

岩の上からの富士山はビューポイント。（十二景の 10 番に制定されているのはこの天狗岩か

らの眺めがあってこそとの記載も）駅から歩きだし 2 時間位で九鬼山山頂に着く。富士山側

の展望は樹林に囲まれ残念！ 

山頂を後にして北方向の札金峠から馬立山へ向かう。斜面に面した登山道はﾛｰﾌﾟもあるが

足元は気を抜けない危険な下り坂。アップダウンを繰り返し馬立山そして御前山。御前山の

山頂は狭いが丸い岩肌がむき出しに、その下を見下ろすと谷底が見え、富士山は元より遠く

の山々が見え登頂感がある。十二景の九鬼山より遥かに見晴らし良いのではないか！ 

御前山からの下山はひたすら下って行くルート。車道に出てから 15分位で猿橋の駅に到着。

都心では初雪が降ったこの日、皆さん気持ちのいい汗をかいた一日でした。九鬼山から御前

山はメジャーなコースではないが変化

に富んだ静かな縦走コース。まだ登って

いない十二景もあるが、晩秋から春先に

かけ美しい富士山を見に出かけたい。 

楽しい縦走の山歩きありがとうござ

いました。 
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蝶 ヶ 岳 
 記：岸野 

日時：2019年 1月 12日～14日 

メンバー：鈴木勝幸、松浦剛、岸野康恵 

 

1 日目 8：00 坂巻温泉発→9：00 釜トンネル→11：30 上高地→14：00 明神→16：00 

徳澤園（テント泊） 

2日目 7：30 徳澤園発→15：00 蝶が岳 山頂→20：00 徳澤園（テント泊） 

3日目 8：00 徳澤園発→11：00 上高地→14：00 坂巻温泉着 

 

1 日目 坂巻温泉に車を停め

て出発。車道はそれほど雪も無く、

時々凍結している所を転ばない

ように気をつけて歩く。長い釜ト

ンネルを抜け上高地へ。徳澤園ま

での間は雪で歩きにくい個所も

ありアイゼン・ワカンを着けて歩

く。テントを張って宴会、就寝。 

2 日目 いざ蝶ヶ岳へ。稜線に

出るまで長い樹林帯をひたすら登る。お天気も良く、頂上

からは槍穂高連峰の絶景を望むことが出来て、最高の気分

を満喫する。下山途中で暗くなり、ヘッデンを着ける。無

事にテン場に到着し一安心。2泊目の宴会をして眠りに就く。 

 

3 日目 テントをたたみ来た道を帰る。

途中の明神岳、かっぱ橋からの焼岳がと

ても美しかった。 

3日間天気に恵まれ、充実した初めての

雪山テント泊となった。鈴木さん、松浦

さんには大変お世話になり、いろいろな

お話もたくさん聞けて、楽しい山行とな

りました。 
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＜雪山日光湯元＞ 

記：青木 

日  程 ：2019年 1月 12日（土） 

メンバー ：Ｌ浅井昭光、畑野仁美、井口、出口、土屋、今泉、高木、松田弘一 

松田武、青木 

コース  ：獨協大学前 5：35 → 清滝Ｉ.Ｃ7：40 → 湯本スキー場Ｐ8：35～9：00  

→ ハイキング →昼食 11：30～12：50 → 湯本スキー場Ｐ13：30～ 

14：00 → 温泉 14：15～15：00 → 獨協大学前 17：50 

       

雪山入門という事で浅井さんが企画してくださった今回の山行。当初は入笠山の予定でし

たが、雪があまりないということで日光湯元まで行くことになりました。 

湯元スキー場の駐車場で支度を終え、初めてのワカンを手にしました。今でも昔ながらの

民芸品のような道具で雪の中を歩くなんて不思議に思いました。浅井さんに教えてもらいな

がら複雑にバンドを通し何とか足に装着できました。そしていよいよ出発です。 

スキー場のリフト脇の圧雪されていない斜面を一列になって進んでいきます。歩くときは、

後に続く人の為に一歩一歩しっかり踏みしめて。順番に先頭を代わり私も歩かせてもらいま

した。が、いざ自分の番になると足跡の無い新雪を歩くのはとても気持ちが良く、どんどん

先に進みたくなりついサクサ歩いてしまい失格、、、さらに雪深い斜面をラッセルして登って

いくという課題が出されましたが、ワカンが斜面に刺さらずほとんど登ることが出来なくて

またもや失格。せっかく教えて下さった浅井先生、すみません。 

歩きは失格続きでしたが、雪山は景色も空気も輝いていてやっぱり最高♪ 

今回ご一緒してくださった皆様、面倒をかけてしまい本当にすみませんでした。そしてあ

りがとうございました！楽しかったです(*^_^*) 
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左俣 F1 はフリーで、

見晴らしルンゼ出合い

までの緩いナメもフリ

ーで登ります。年末よ

りは凍っています。見

晴らしルンゼの F1：7ｍ

位は、念の為ロープ出

して通過、トポでは 20

ｍになっていますが凍

り具合で変わるのか？

上部は暫くゴーロ歩き

のような感じです。し

ばらくすると小滝が現

れますが左岸側の岩壁

の方に上手く氷が乗っ

て、ナメ滝 4m くらいに

なっていたので此処で

メンバーのリードの練

習をしてから上部へ向

かう。 

上部へは緩い傾斜の

ナメ滝だが落ちたら止

まらないので、慎重に

通過して奥の三俣到着。一番奥とその右隣の滝には、陽が当たり真っ白に輝いている。

雪が溶けて草付きが出ている陽のあたる場所で大休止しながら観察、一番奥は寝ている

し取り付きまで雪も氷も無いので、岩でクランポンを痛めたくないので、陽があたって

いて状態が分からないが？一番奥右隣の 3 段っぽくなっている滝から登ってみる事に

して、ザックデポしてから準備して取り付く。 

出だしはちょっとバーチカル気味だが氷は柔らかく水っぽいのでサクサク刺さって快

適だ、贅沢な事に無風で快晴なので暑いくらい(笑)水が滴り 1月とは思えない。二段目

に取り付くと上部最後の三段目が見える、落口が細くなっているので繋がっているか微

妙だが行ってみる事にするが、二段目から三段目が若干離れているため、ビレイヤーか

ら見えない可能性があるので三段目手前で切ってメンバーを引き上げて 1P 目終了、す

ぐに 2P 目をスタートする。立ってはいるものの高さは 5ｍチョットちょっとなので難

しく無いのだが、落口が細くなっていて幅は 50センチ程度、厚さは 10センチ無い感じ

で、草付きの上に氷が乗っているだけなので非常に怖い(笑)慎重に抜けて、更に上部 
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の灌木でメンバーを引き上げ

る。降りてもう一本行けるか？

などと話しながら、落ち口付近

右岸の灌木にロープダブルで通

して懸垂下降（捨て縄使って支

点作るべきでした）50ｍダブル

で取り付きまで降りられました

が、回収で結び目がスタックし

て(涙)登り返す羽目に陥る…。

登り返して回収し終わると

14:30 で今日はもうやめようと

なり、降りながら更に右隣の二

段の滝取り付きを偵察してから、

テント場に帰る。明日はクリス

マスルンゼだから、ここにまた

来られるのは来年かなぁと思っ

ていましたが…。 

テント場は大盛況で夜遅くま

で話し声が絶えませんでしたが、

我々は 20:00 には撃沈 

 

夜遅くまで話し声が聞こえていたのに、朝早くからも聞こえる（汗）そして右俣へ向

かう足音が絶え間なく聞こえる（汗）連休最終日 3 ルンゼや右俣本谷に向かうパーティ

ーは少ないだろうから恐らく全てクリスマスルンゼではないか？そう思うと萎えてく

るが取り敢えず向かう事にした。しかし途中であまりの人数の多さに敗退してきたパー

ティーに会い、更に後から来た、知り合いの Fさんパーティーも 7 人でクリスマスルン

ゼと聞いたので、人多過ぎて駄目だろうと考え直し、昨日登れなかった見晴らしルンゼ

の滝へ向かうことにする。本日 2本分のアプローチをこなして、今シーズン三度目の左

俣取り付きへ（笑）奥の三俣までは昨日も来ているので、ロープ出さずにフリーで登っ

て行くが、昨日より氷が溶けていてジャバ・ジャバ状態で不安が過る（汗） 

奥の三俣は、今日も日当たりが良くまたしても貸し切りで、オコジョが姿を現し、キジ

の足跡やリスの足跡も有りました。 

 

休憩して準備して登攀開始。 

本谷と思われる此の滝は幅も広く、下部に雪がないせいか？下部もナメてはいるがそれ

なりに高さも有るので 2Pに分ける事にする。心配していた氷の状態も此処は日陰の 
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せいか？他に比べればマシでした。下部の上側で左右の氷が薄くなって岩が透けてい

たが真ん中を通れば問題無し、但し落口上部は雪状の氷というか時雨っぽいのでスクリ

ューは効かない、登って雪田を少し歩き二段目の滝下部にて、スクリュー2 本で支点作

りメンバー引き上げる。上部に支点があるのか不明だが？右岸側の木に捨て縄らしきも

のが見えたのと、今回は自分も捨て縄持ってきたので取り敢えず上がってみる事にして

スタート。 

右寄りは水っぽくて氷も脆いので真ん中から左寄りに行きたいがビレイヤーに落氷が

あるといけないので、あまり左には寄れないので真ん中通しで登る。立っているが 80

度程度なのと段もあり遠目で見ていた感じほど悪くは無かったです。登り切って右岸の

灌木でビレイしようかと思いましたが、かなり左に引っ張ることになるのでスクリュー

で支点構築して引き上げてから、自分の捨て縄渡してビレイしたまま右岸の灌木に移っ

てもらい、捨て縄で支点を作ってもらいセルフを取ってもらう。その後自分を引き上げ

てもらい、捨て縄使って 50mロープ一本で懸垂下降して、上部滝取り付きから右手方向

にトラバースして、奥の三俣のザックデポ地点へ戻る、時計見ると 14:00過ぎだったの

で、水分と食料補給して日向ぼっこしたら、降りつつ途中の滝のバーチカル部分でメン

バーのアックステンションの練習をしてから降りました。テント撤収して駐車場に降り

ても 17:00！赤岳鉱泉の帰りより早いのが魅力です。帰りは鹿の湯でお風呂入って境川

食堂でご飯食べて、渋滞の無い中央道でストレス無く帰宅できました 
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田沼アルプス（３床山～１床山・３３５ｍ） 

記：兼堀 善和 

★山行日：2019年 1月 16日（水） 

★山行者：Ｌ兼堀（善）・兼堀（恵）・小林（い）・石井（文）・下川・澁谷 

★コースタイム：獨協大学前駅 6:３0～佐野田沼ＩＣ経由 7:50鹿嶋神社駐車場・登山口     

8:10～9:05三床山～9:57二床山（昼食）～10:30一床山～11:00西入ノ頭～11:50鹿嶋神社

駐車場 

 

 晴天の中出発、東北道思いのほかすいていて予定通り佐

野田沼インターまで順調に来れたが、初めての山で駐車場

探すのにちょっと手間取ってしまったが平日とあって車

１台もいない。 

 支度して登山口を出発 20分くらい登ってから 100ｍの

急な登りそこから 50ｍ下りさっそくアルプスの片鱗に遭

遇、20分程度過ぎてから 200ｍのまた急な登りで林道床山

到着、360度の眺め見晴らしい浅間山・男体山・日光連山

が良く見えた。 

 そこから二床山に向かい 30ｍの急な下り坂過ぎ、ふた山越えて二床山に到着、途中二股の

分かれ道で考えたが文ちゃんのサポートで間違えずに済んだ、二床山も眺め良く、富士山が

良く見え 10分程度の昼食をとり、30分かけて一床山に、風が強く少し寒い最後の眺め堪能

して、急坂を下山して 11:30 林道に出て駐車場に向かう。 

 時間早かったので次の楽しみ佐野ラーメンを食して帰路についた。 

  

この山は初めてであったが、桜やツツジの時期にも楽しめるし、途中桜山や高松山と 

セットにしても面白いと思った。 

紹介してくれた八並さん有難うござい

ました。        
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今期初雪山で顔ダイブ！ 北八ヶ岳 (北横岳・蓼科山) 

 

宮澤 明音 

 

山行日・・2019年1月26日～27日  

参加者・・L山口裕史・松田弘一・宮澤明音  

コース 

■1日目 北八ヶ岳ロープウェイ山頂駅 9:45 – 10:00 坪庭 - 10:35 北横岳ヒュッテ- 10:50 

北横岳（南峰）- 10:55 北横岳 11:10 - 11:25 北横岳ヒュッテ - 11:30 三ツ岳分岐  - 12:00 

三ッ岳- 13:40 雨池山  - 14:00 縞枯山荘- 14:20 北八ヶ岳ロープウェイ山頂駅 

■2日目 

女ノ神茶屋登山口7:45 - 9:25 幸徳平 – 11:00 蓼科山 -  11:55 幸徳平 - 13:00 女ノ神茶

屋・蓼科山登山口  

 

「初心者向け」と聞いて、それなら大丈夫かも・・と参加表明したものの、健脚揃いのメ

ンバー。ついていけるかな・・・。加えて、マイナス 30度の寒波が到来していると言う天気

予報に完全にビビっていた私。けれど、リーダー山口さんの「まあ大丈夫でしょう」の言葉

に覚悟を決めた。 

前日夜から雪が降り始める、という予報を裏切って、当日朝は快晴！天候が急変する前に登っ

てしまおうということで、ロープウェイで登頂駅まで今年は雪が少ない、と言われていたけれど、

今回の寒波で前日夜に一気に降ったらしく、小麦粉のようにさらさらの雪が膝辺りまで積もって

いる。全然重くないし、凍ってもいないので、雪を蹴散らして歩く。ロープウェイ登頂駅から坪 

庭を抜け、なだらかな道を行くとあっさり北横岳に到着。  
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やがて空は濃い青色の“八ヶ岳ブルー”にあやしいグレーが混じり、時折雪が吹き付け、指が

痛くなるほど寒い。シェルの帽子を被ろうとしたけれどうまく行かず、ニット帽に雪が積もって

真白に。三つ岳までの道は岩が雪に埋もれていてどこに割れ目があるのかが全く見えず、山口さ

んの足跡を追うのが精いっぱい。時おり出現する底の深い穴を見ると、雪が無いほうがむしろ怖

くて歩けないかもしれないと思わされる。鎖もなく、岩に手をかけられない絶壁では、これ以上

は行かない方がいいのではないかとも考えたが、何度か穴に足を取られながらも、無事 3・2・1

と頂を制覇。縞枯山荘へ向かう頃には空はもう灰色になっていて、天候の悪化に追いかけられる

形で 1日目の行程を終了した。 

「寒波の到来」ニュースで予定を変更した人が多かったらしく、宿は我々の他にもう 1 組いる

だけのほぼ貸し切り状態。今回は同年代 3 人というメンバーで、のんびりと色んな話を聞くこと

ができ、とても勉強になりました。山の会だからこそ得られた時間。同行の男性二人の穏やかな

話し声を聞きながら早々に眠りに落ちました。 

 

2日目は朝 7時に出発し、蓼科山へ。熊笹の

小径は樹林帯越に透けて見える朝日が美しく、

雪山の美しさを満喫したのもつかの間、その

後は急登・急登！！“雪・初心者向け”コー

スであって、“山・初心者向け”ではないの

ね・・と心でつぶやく。アイゼンにも慣れ、

服装もちょうどよかったので前日より快適だ

ったはずだが、とにかく息切れに悩まされる。

山口さん・松田さんには先に進んでもらい、

周りの景色を楽しみながらマイペースで歩き、

なんとか山頂ヒュッテに到着！と思ったらお

二人の姿が見えない。そこから頂上までの数

十メートルが一番大変でした！横殴りの雪が

吹き付けていて前が見えない状態ながら、こ

こで止めたら元も子もないので、意地で頑張

りました。 

 

私の山の楽しみは下り！足を降ろす場所を

選ぶのを楽しみながら順調に下っていましたが、最後の平地で石に足を取られ、派手に顔面から

ダイブ！奇跡的に顔もサングラスも無傷でしたが、最後まで気を抜かず怪我無く帰らねば、と改

めて反省しました。 

今回は「自分には難しいかな」と思いつつの参加でしたが、得たものが沢山ありました。迷惑

をかけたくないと遠慮していたら世界が広がらないので、先輩の胸を借りて、これからも挑戦し

ていきたいと思います。 
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川場スキー（群馬県） 

記：松田 武 

 

実施日 2019年 2月 2日（曇） 

参加者 L.松田武、井口、宋、山崎（寧）、青木 

交通手段 車使用 

 

久し振りにゲレンデスキーを計画して参加者が集まるか心配しましたが、定員 5 人が集ま

りほっとしました。 

井口さんとは何度も一緒にすべっていますが、他の三人とは初めて滑ります。 

宋さんはスキー持参で、五、六年ぶりにすべるとのことでした。 

山崎さんと青木さんからは、たびたびスキーの計画たてるよう依頼されていました。 

当日は高速道路の事故の影響で計画より遅れてスキー場に着き、11時前にスタートするこ

とができました。 

土曜日のためゲレンデはリフトを少し並ぶ程度の賑わいで、中国や台湾などの東南アジア

系のスキーヤが目立ちました。 

薄曇りで上州武尊山は見えませんでしたが、風もなく、雪の状態も悪くなく、それぞれマ

イペースで滑りました。 

帰りは私の好きな、みなかみ町営温泉センター「三峰の湯」に立ち寄りました。 

この温泉施設は森に囲まれ、プレハブ小屋の建物と温泉タンクがあるだけの質素な施設で

すが、大量かけ流しのお湯の良い温泉です。そのうえ、料金 360円の安さが魅力ですのです。

月夜野インター近くに来ることがありましたら是非立ち寄ってください。 

 

最後になりましたが、格安リフト券を手配して頂いた松井さん、ありがとうございました。 
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金冠山・達磨山 

記：兼堀 善和 

 

山行日    2019年 2月 3日（日） 

参加者    Ｌ兼堀（善）・兼堀（恵）・澁谷・木原・大門・鈴木（廣）・八並 

コースタイム 獨協大学前駅 6:00～8:50だるま山高原駐車場 9:00～9:50金冠山～ 

              10:15戸田峠～10:48小達磨山～11:35達磨山～13:00戸田峠～13:40 

       駐車場 

 

 駿河湾と富士山を眺めに計画した山行に 6名参加頂いた。 

 当日 6時出発したが、首都高速・東名高速ともすいていて予定より 30分早く駐車場に到着

した。 

 バス通りから右手の登山道に入り、5分くらい階段の登り続き、金冠山まで防火帯が切り

開かれ、草原の気持ちのよい登りが続いて金冠山山頂に到着、富士山の眺めも最高 

堪能しながら少し休んでから戸田峠に下り、達磨山に登り返す道でアセビのトンネル抜け、

ササ原へ出て車道に、そこから達磨山まで 356段の木道階段、雪が残っていて滑りやすい注

意して山頂に、ここも富士山・戸田湾・天城山とほんと絶景を楽しみながら昼食にして少し

休んでから、戸田峠に下山していった、小達磨山過ぎた辺りで富士山に 

傘雲がかかり天気が下り坂を知らせていた。戸田峠からは沢沿いの渓谷コースを駐車場まで

下っていった。 

 みんなの意見で、ここまで来たら美味しい海鮮食べたいと沼津まで車走らせ美味しい 

海鮮丼を腹いっぱい食べて帰路に着いた。 

 この山はバスも入ってこれて富士山の眺めも最高で、登山道も広く新年山行に向いている

かなと思った。 

 参加頂いたメンバーの皆さんありがとうございました。 

 

         

      金冠山山頂                 富士山にかかる傘雲 
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那須冬山講習会 

記 松田弘一 

 

講習会 2019年 2月 9日、10日   

会場 那須岳周辺 

メンバー 山崎（正）出口、山田、石川、岸野、浅倉、松田（弘） 

 

初級クラス、積雪期登山講習。大丸駐車場から 10分ぐらい歩いた傾斜がある場所で教わりまし

た。  

ピッケルの名前から、持ち方、使い方、ピッケルは常に山側に持ち、状況に応じて左右持ち替

えながら歩く、登りでも下りでも、ピッケルは常に斜面側に向ける、スリップした時に面に素早

く突き刺すことができ、体をささえられます。 

 

アイゼン無しの雪上歩行、トラバース、登下降、方向転換するときの足の置き方、運び方。キ

ックステップは急斜面での登下降、トラバース、方向転換。  

 

アイゼン歩行では歩幅、足裏全体で爪を利かせるフラットフティング、前爪で蹴り込むフロン

トポィンテング、傾斜や雪面の硬さで使い分けて登ります。 

 

滑落停止訓練ではピッケルの持ち方、構え方、姿勢、反転動作と体重のかけ方、停止後の安全

確保。  

 

今回は危険性の少ない傾斜で何度も練習した。  

この講習会で学んだ事を次回の積雪期登山でやってみたいです。   
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前武尊 十二沢 BC スキー 

 

2019.02.10                       L:長田 一樹 会員外 

 

9:30 オグナほたかスキー場第六駐車場 9:50→10:05 センターハウス 10:20→11:55 第六リフ

ト終点 12:15→ハイクアップ→13:20 前武尊頂上 13:30→十二沢ドロップイン→13:50 第六ゲ

レンデ途中合流→14:00 ゲレンデレストラン休憩 14:35→帰り専用コース行き過ぎハイクア

ップ→15:15 第六駐車場 

 

さすが降雪後の三連休中日、道路は渋滞（汗）駐車場は満杯！リフト待ちは 30分と、スキ

ーを始めた頃の盛況ぶりを思い出す。往路 R120 の渋滞が嫌で県道 64 号線を通りましたが雪

が結構残っていました。ゲレンデ

への送迎バス待ちの長い列に嫌気

がさして、歩き出すが思いの外遠

い、ウォーミングアップと言いな

がらセンターハウスに着いて、チ

ケット買って、トイレに行ってか

ら、ビーコン装 

着して登山届け出して、リフトで

1800ｍ付近まで(ﾄﾞﾔｯ w)時折薄日

が差すが、雪は終始チラついてい

る状態、ゲレンデ見てもソコソコ

パウダーなので期待が高まる。第

六リフト終点で他の人に邪魔にな

らない様にシール貼って準備を整

えコンパス当てて GPS 起動させて

出発！    トレースは沢山あ

るが、スノボでスノーシューが多

いのか？登り始めが急登になって

いてシールでは辛いので、板抱え

てある程度登り出してからハイク

アップ！  シーズン始めなので、

コツを思い出すまで切り返しで何

度か板を外してしまうが、思い出

してからは切り返しもスムーズに

なり、一時間チョットで前武尊頂

上へ到着！ピークに着いたのは 4人だけで、後は十二沢ツアーなのだろうか？ピークの 20ｍ
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下部で団体が滑走の準備を

していた。のんびり準備して

水分補給して地形図確認し

てコンパス当て直し、ビーコ

ンのスイッチ入れ、リーシュ

コード付けてヒール固定し

て最後に滑り出す。滑り出し

た途端に顔がニヤけて来る

（笑）ホットワックスのお陰

か良く滑るし膝パウくらい

の調度良い新雪です！！寒

い中登った甲斐があるなぁ

と嬉しくなり先行のシュプ

ールを追うが、沢に入る手前

で止まって、もう一度コンパ

ス当て確認してから再度滑

り出す、十二沢は先程の団体

が入ったのでシュプールが

あちこちにあるが、気になら

ないくらいの雪質で、久々の

もふもふ感と浮遊感を味わ

っていたらアッと言う間に

第六リフト下部に到着して

しまい本日の BC スキーは終

了、天気良ければ外でお湯沸

かしてカップラーメンでも

と思っていましたが、あまりの寒さにレストランでの休憩に切り替える。オグちゃんぽんを

食べて温まって満腹になったら下山のゲレンデ滑走！気分良く滑って駐車場へと思っていた

ら、滑り過ぎて通り越す失態（汗）またシール付けて登り返して駐車場に到着（笑） 

しんめいの湯でお風呂入って、渋滞情報見たら R120沼田 IC近辺と関越道が酷かったので、

R120途中から県道 62号~251号~255号を通ってあおぞら渋川バイパス店へ！2コースの

￥1680－を食して帰路に着くも、19:00時点で関越の渋滞が終わっていないので上武道路使

って南下して東松山から関越道に復帰して帰宅しました。  
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「湯の丸山＆四阿山(あずまやさん)」 

記  浅 井 昭 光 

  

 

・日程      2019年 2月 16日(土)～17日(日) 一泊二日 車-3台 

・参加者（17名） Ｌ浅井昭、祐子、石井、染谷、兼堀、山本、山崎正、殿塚 

          小林い、尾崎、宮澤、新島、鎌形、大門、奥村、今泉、山田 

・コースタイム 

2/16 独協大西口（5：30）---外環---関越道---信越道---小諸 IC---地蔵峠Ｐ(9：30) 

湯ノ丸山山頂(11：30)---地蔵峠Ｐ(13：00)----あずまや高原ホテル(14：15) 

2/17  あずまや高原ホテル(14：15)---四阿山頂 12：05）---あずまや高原ホテル(14：25) 

   入浴---あずまや高原ホテル出発(15：30)---- 独協大西口(19：00) 

 

雪の四阿山は、初めて登るが大勢の参加を得て楽しい山旅を終えることができた。 

雪は例年より少なかったが、両山ともアイゼンだけで歩くことが出来た。 

 

四阿山の入山口はホテルのすぐ裏手からで、なだらかな登りと牧場の脇を歩き平原に 

出た時は、素晴らしい景色を見ることが出来た。登って行くにつれ角度が急になる。 

暫く上ると、四阿山の山頂が恨めしく遠くに見え、気持ちをなえさせるが、一歩一歩 

登って山頂に着く。やはり絶景が私たちを歓迎する。しかし風が強くすぐに下山になる。 

淡々と下山して、温泉で汗を流して、帰途へと向かう。 

参加してくれたメンバー、大変お疲れ様でした。 
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「湯の丸山、四阿山」                               

 記：山田 朗子 

 

一日目、湯ノ丸山へ。スキー場脇、小学生が本格的にスキーの練習する横を、邪魔しない

ように登る。始めは天気もまあまあ、気持ちのよいスノーハイキング。ウサギの足跡を見な

がら上がって行くと雲の中に突入、あっという間にガスガスに。それでも山の会の皆さまと

一緒なので楽しい。頂上でいつ子さんから頂いた甘酒がおいしかった！！ 

アイゼンは後半で付けましたが、他の登山者はスノーシューの方が多かったです。 

下山後、あずまや高原ホテルへ。部屋からは浅間山、黒斑山、篭ノ登、湯ノ丸、烏帽子岳の

眺めがすばらしい。お料理もおいしく、温泉にも入れて、おしゃべりも楽しかった～。  

  

二日目、始めからアイゼンをつけてさあ出発です。林を抜けて草原に出ると、四阿山、根

子岳の雪景色が素晴らしい！少し登って振り返れば浅間山～篭ノ登山、湯ノ丸～烏帽子。 

北アルプスは雲かぶっていましたが、雪と青空の世界です。シュカブラ、キラキラ光る雪面、

ダイヤモンドダスト、霧氷、リトルモンスター。 

 最後の山頂が見えた風景もとても素敵、頂上踏めてよかった！！お天気に恵まれて、素晴

らしい景色に出会えました(*^-^*)   

 

今回山の会の方々といろいろお話させていただき、楽しい山行でした。計画、準備、連絡

等リーダー他皆さまに感謝感謝です。ありがとうございました m(__)m（）    
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幕 山・南郷山（625ｍ） 

記 井口宮子 

 

山行日 2019年 2月 17日（日） 

参加者 L.井口、青木、兼堀（恵）、鈴木（廣）、朝倉、澁谷 

コース 草加駅 5：25＝上野駅 6：17＝湯河原駅 8：20/8：30（バス）＝五郎神社 8：50 

…南郷山 10：40…幕山 11：45（ランチ）12：45…梅林公園 2：00/2：30（バス） 

＝湯河原駅 15：17＝上野駅 16：58＝草加駅 5：50着 

 

早春になると幕山の山麓斜面には約 4,000 本の紅梅、白梅が咲き梅の香に包まれるそう。

今日はハイキングと梅園の観光も楽しみに出発した。 

 

五郎神社前を出発し、暫く急坂の林道を登りながら相模湾に目を向けると、初島とその向

こうの水平線が美しく見えている。 

 

南郷山から幕山へのコースにはハコネ竹が沢山育ち、時折そのハコネ竹のトンネルをくぐ

り抜けて歩ける時、ワクワクする。 

 

広～い幕山の山頂には、すでにランチを楽しむ老若男女？でいっぱいだったが、廣さんが

ちょうど良いスペースを見っけてくれて、皆でシートを広げ、茸とネギたっぷりのツミレ汁

でランチだ。お新香やスイーツも…！そうなんです、今日は山行中アルコール無しの宣言を

させてもらい、健全な山行が出来て良かった。 

 

梅林の梅の花はまだ 3 分咲きだったが、よき香も充分楽しみつつ、お祭り広場で甘酒まで

味わって満足の一日だった。 
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北八ヶ岳満喫（北横岳、縞枯山、茶臼山） 

記：榊原奈歩 

山行日：2019/2/23-24 

メンバー：榊原 1名 

コースタイム：2/23 2.5h、2/24 4H 

2/23 ロープウェイ山頂駅 12:00-北横ヒュッテ 12:50-山頂 13:05（北峰）-山頂（南峰）13:15-

三ツ岳（14:15）-天候悪化のため引き返し-坪庭（14:30）-縞枯山荘（14:45） 

2/24 縞枯山荘（8:00）-縞枯山（8:30）-分岐（9:00）-茶臼山（9:10）-大石峠（9:55）-出会の

辻（10:25）-五辻（10:55）-ロープウェイ山頂駅（11:45） 

 

ダウンシュラフが届かない~！テント泊ができない！ということで山岳会に入る前から行こう

と思っていた北横岳、縞枯山、茶臼山にいってきました。 

朝から在来線を乗り継いで茅野に向かいます。在来線には、私と同じように 1 人で大きなザック

を担いで乗っている女性がチラホラ。皆さん、1人でも行っちゃうんですね・・・。 

坪庭についたら、ここは観光地と思わせるほどの人、人、人。しかも雪が少なすぎて雪山に来

た感じがしません。縞枯山荘のご主人から、1 週間ほど前に雨が降って溶けたと。雪質も湿雪で

パウダーではありませんでした。 

初日は北横岳まで、人が入りすぎていて雪質が悪いです。危険個所は殆どありませんでしたが、

途中で雪が降りだしました。三ツ岳方面はトレースがあるものの人の入りは少ないです。三ツ岳

で天気悪化のためおとなしく戻り、坪庭から縞枯山荘へ。夜は満点の星空！八ヶ岳の星は落ちて

きそうなくらい綺麗です。 

翌日は少しのんびりと縞枯山、茶臼山を目指しますが相変わらず雪が少ない。木にも雪がつも

っていません。小屋の主人からは 1ヶ月早い雪の状態だよと教えていただきました。 

晴天に恵まれ、南八ヶ岳、南アルプス、御岳、乗鞍、北アルプスが一望でき、ゆるりとハイキン

グ、眺めは本当に良いです。あっという間にロープウェイ駅についてしまいました。 

計画提出等では、松浦さん、長田さん、山口さんにお力になっていただき大変ありがとうござ

いました。 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

縞枯山荘          縞枯山           北アルプス 
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の掛け声に、ロープウェイ内では

「朝の通勤電車と変わらんな。。。」

との会話がアチコチで(笑) 

オフピステを 2本滑りたいのでゲレ

ンデを滑るのを我慢し、第五ロマン

スリフト目指して、リフトとゴンド

ラを乗り繋ぎ何とか 11:00前に到着。

ゲート係員に計画書を渡して、装備

の点検を受け、ゲートのビーコンチ

ェック受けて、ゲートインしてハイ

クアップ準備！シール貼って上着

脱いで水分補給したら、ザック背負

い直して神楽ヶ峰を目指してハイ

クアップ開始する。 

進む方向を見上げると、上半分は

青い空で下半分は真っ白な雪面に

思わず、顔がほころぶ。周りの仲間

を見るとサングラス越しでも喜ん

でいる顔が解るくらいでした。 

シール登高で更に上着脱いでいるので

直登でガンガン登ります。途中ツアーの

団体 2 パーティーを抜いて、ニセ神楽に

到着。この辺まで来ると雪が軽いし上部

では昨日少し降っていいたようです。ド

ロップインのポイントは此処なので、そ

のまま準備して滑走しても良かったので

すが、そこは山屋（笑）眼の前にピークが

見えれば行きたくなります！なので神楽

ケ峰に到着！！快晴で雲ひとつなく 360

度見回せて目の前の苗場山ほか谷川連

峰、至仏山、八海山、妙高、黒姫、後立山

も見えました。北側には日本海がドーン

ッと広がり、みんな大満足です。2月とは

思えない快晴と無風に感謝しつつ久々に

ピークでビールをいただきました。 

一休みしたらシール剥がして滑走準備 
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してニセ神楽側へトラバース、神楽ヶ峰から直接下に入ると戻れなくなるので要注意

です。ニセ神楽まで戻るのも面倒になり適当な所からトラバース気味にドロップイ

ン！！広大なバーンを一人ずつ滑り各自が思う存分ターンを楽しみながら滑走しまし

た。自分は滑っていて楽しくなり思わず声を上げてしまったほど雪質も良かったです。

1900ｍ付近まではパウダーが味わえましたが、そこから下はクラストやアイスバーンが

あったりくされ雪だったりと既に残雪期の様子(汗)樹林帯を抜けて、田代第八ロマンス

リフトの乗り口へ到着！良かった良かったと口々に話しながらリフトを乗り継ぎ、再び

第五ロマンスリフト終点へ戻る、係員にもう一度入る旨を伝えて、提出した計画書を再

確認してもらい、ビーコンチェック受けて再度ゲートインする。 

流石にこの時間になると入る人もまばらかと思いましたが、人気の無い入り口で、準備

してハイクアップして中尾根の最高点に向かうと、後からのパーティーも含めて、何や

かんや 10 人ほどが、天気の良い中、まったり滑走準備したり、写真撮ったり、ご飯食

べたりしているので、我々も此処でランチとする。各自思い思いのランチを食べて（自

分はカップラーメン天麩羅蕎麦でした）から準備して、ドロップインポイントまでトラ

バース。ポイントに着いたら、上部から人が入ってこないのを確認してスタート！！コ

チラの方が更に広大で斜度もあり高度感も有って、更に雪の状態は良くないので、緊張 
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はしましたが、スピードを出して思いっきり滑る事が出来たので更に楽しかったで

す！！終盤は進行方向右手側にトラバース気味に進んでゲレンデ左手からゲレンデに

復帰する。 

ゴンドラ終着駅で下山連絡をパトロールに入れて休憩したら、メンバーの内で一番最

近始めた人が、ゲレンデで練習したいとの事だったので一時間チョット練習にお付き合

いしてから、駐車場へ戻りました。 

帰りの街道の湯は大渋滞で関越道も大渋滞、R17で三国峠超えて帰ろうとしたらバス

に捕まりペースが上がらず（汗）月夜野から県道入って沼田抜けて渋川でファミレスご

飯して帰宅しました。 

 

今 回はメンバーの一人が登山スポーツ用品の代理店勤務で、かぐらに明るい方だった

ので、コースから何からお任せの名ばかりリーダーで行って来ました。かぐらはバック

カントリーを無暗に禁止すること無く、スキー場単位でバックカントリーに対応してい

る素晴らしい所です。入山に関しては計画書提出や装備チェック（スコップ、プローブ、

スノーシュー等）にビーコンチェックがありますので、ゲレンデ滑走の延長では、入山

出来ませんので注意して下さい。 
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 宝登山で紅白黄の梅を満喫  
                                                              記：宮澤 明音 

山行日：2019 年 2 月 27 日（水） 

山行者：L 宮澤・兼堀（善）・澁谷・鎌形・出口 

コースタイム：野上駅 9:20～天狗山分岐 10:10～氷池分岐 10:40～11:35 宝登山 11:50～

13:15 下山・昼食 

 

当初予定していた土曜日が雨予報だったため、急遽翌週の水曜日に変更した山行。幸い

にも参加していただける方がいて、5 人の山行となりました。「山」と名前がついていても、

大したことないのではと思っていましたが、武甲山をはじめ周囲の山々を見ながらの気持

ちの良い山歩きでした。丸太のベンチに座り、駅までお見送りに来てくださった関口さん

お手製のケーキを皆でぱくり。宝登山の梅園では、お目当ての蝋梅は半分くらい終わって

しまっていたものの、その後移動した梅園では紅白の梅が咲いていて、3 色の梅を一度に

見ることができ、リーダーの務めを果たすことができたとほっとしました。 

かき氷用の氷の切り出しを見に行く予

定は気温が暖かすぎて氷が張っていない

ことが想像され断念。下山後はきしめんの

ような「おっきりこみうどん」を食べ、帰

途に就きました。 

草加から秩父まで時間はかかりますが、

乗り換えはわずか 2 回で行けるので、おし

ゃべりしていれば長く感じないかもしれ

ません。 

秩父を訪れる機会を作ってくれた埼玉

百名山の企画に感謝です。 
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森鴎外と夏目漱石の人生と山岳書について 

       森 鴎外         夏目漱石        漱石と鴎外の比較 

生 誕   １８６２年（文久２年）  １８６７年（慶応３年）  鴎外より５歳年下 

没 年   １９２２年（６０歳）   １９１６年（４９歳）   鴎外より６年前没 

留 学   １８８４年（２２歳）独逸 １９００年（３３歳）英国 鴎外より１６年後 

初出版   １８９０年（Ｍ２３年）  １９０５年（Ｍ３８年）  鴎外より１５年後 

初出版本  舞姫（２８歳）      吾輩は猫である（３９歳） 鴎外より１１歳年長 

文体    初期は漢文調である    初めから現代語に近い 

 

夏目漱石は森鴎外より 5歳年下で在り、5年も鴎外より早く亡くなっている。留学も 16年

も遅く、文壇デビューも 15年遅い。こうしてみると鴎外の方が文学者として漱石より長く活

躍した事が分かる。漱石は文学者としては 11年しか活動していなかったが、残した作品の多

くが現代でも読まれ、初版本の古書は大変高価である。箱に入った初版本は，あまりきれい

ではなくても 10万円前後するし、人気の作品で綺麗な初版本は 50万円から 100万円はする。

鴎外の初版本はこれほど高くは無く 10万円以下で買うことも出来る。 

森鴎外「舞姫」の自筆原稿本       夏目漱石「三四郎」初版本 

鴎外には医師としての仕事があるので、文学ばかりに関わっては居られない事情もあるが、

やはり人気の小説は漱石の方が圧倒的に多い。鴎外の初版本は 3 冊しかもっていないが漱石

は９冊ほど持っている。漱石の本は現代語に近く現代文よりは読みづらいが、私にはそれほ

ど違和感は無い。しかし鴎外の「舞姫」など初期のものは漢文調で慣れないと読みにくいで

あろう。明治 29 年初版の「つき草」なども漢文調であり、明治 30 年代になり現代語に近く
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なってきたようだ。山の本なども同じであるが、明治 30年代後半になり現代語の方向に向か

っている。日本の山の本は明治時代には「山水物」と云われ、漢文、古文調であり読みづら

い。しかし明治 39年に日本山岳会初代会長である「小島烏水」が槍ヶ岳登山記録「山水無尽

蔵」を現代文に近い言葉で出版している。小島烏水以降の岳人は山の記録を漢文、古文調で

書く人はほとんどいなくなってくる。小説文学では夏目漱石が、山の記録や紀行文は小島烏

水が現代語を完成させて行ったとも考えられる。明治時代から活躍している小説家「山田花

袋」は山や自然が大好きで、山の紀行文は「山水物」ジャンルに入る本を多く出版している。 

登山においても江戸時代からの宗教登山から脱し、ヨーロッパアルプス登山の影響を受け、

近代的なアルピニズムが浸透し、雪山や岩登りの時代となり大学山岳部の全盛時代を迎える

様になる。明治と云う時代は多くの事が近代化され、新しい日本が作られた時代である。 

   

明治 39年初版「山水無尽蔵」     明治 43 年初版「日本アルプス」 

明治と云う時代は日本人が近代国家を作る為に大いに活動し活躍した。西欧諸国以外では

初めて近代工業国家を作ったのは日本人であり、これは日本の歴史において大変重要な事で

あり、誇るべき事であるが、文学や山岳においても近代化が完成された時代であった。我々

は現代にしか考えが及ばない事が多いが、近代工業国日本を作ったのは明治の人々の努力に

よるもので有り、その恩恵は現代にも及んでいる事を忘れてはいけないと思います。 

                                2019年 2月 13日 

松浦 剛 
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