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素敵な星の写真です 

五竜岳にて 樋渡さん撮影 
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コール  

 

土屋玲子 

 

 

  思い起こせば3年半くらい前の正月に高校の同級生と”今年の夏は富士山に登ってみよ

う！”という話になり、実際その夏に富士山に登頂。ご来光も拝め、土砂降りの雨にも降ら

れ、盛りだくさんな山行であった。そしてその後、辛かった気持ちよりも達成した喜びの方

が勝ったようで、また山に登りたい！という気持ちがふつふつと湧いてきて。草加市の出身

であり草加で働いていたこともあり、草加山の会に入会させてもらった。 

 

 そこから徐々にいろいろな山に行かせてもらった。お試し山行は九鬼山。たくさんの方た

ちとの山行は楽しく、教えて頂くことも多々あり、ますます山が好きになっていった。 

 

 会に入ってからは、雪山、岩登り体験、テント泊、小屋泊など少しずついろいろな経験を

させてもらった。 

どれもこれも初めての経験で心が踊る。 

なんで私は山に行きたいんだろう？明確な答えを言葉にするのは難しい。私は、身体は疲

れていても山にいると心が元気になれるような気がする。理由も目指す方向も人それぞ

れ。”みんなちがってみんないい”ですよね。一緒なのは山が好き、という気持ちですね。 

 

 今はコロナ騒動で思うように山にも行かれない状況が続いているが、これからも山と向き

合って、山の魅力を探し、チャレンジしていきたい。 

会の皆さま、今後ともどうぞよろしくお願いします。 
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私の一名山      飯豊山 

 池本 均 

 

今まで登ってきた名山といって思い浮かぶのは、北アルプス、剣岳、槍ケ岳、奥穂高岳、 

南アルプス、甲斐駒ケ岳、仙丈ケ岳、白峰三山、荒川三山、といった名峰である。 

だが、個人的に思いで深い名山をあげるとすれば、飯豊山である。 

 

福島、山形、新潟、にまたがる、雄大な稜線をもち、夏に、咲き乱れるお花畑は、 

地上の楽園である。そして、北アルプスに勝るとも劣らない長大なスケールの大雪渓。  

草加山の会に入って初めての本格的登山だったのも、忘れられない一因だと思う。 

メンバーは２０代後半から３０代前半の４人。行程１９８５年８月１３日から１６日で毎

日、晴天に恵まれた。確か、前日に日航ジャンボ機が御巣鷹山に墜落したと記憶している。  

 

夜行電車で、会津若松まで行き、磐越西線で山都駅で下車。タクシーで御沢集落まで行き、

歩きだす。水、食料、テントの入ったザックを担いで、うんざりする暑さの中、ひたすら

登る。地蔵岳、剣が峰のクサリ場を乗り切って、三国岳を経て、切合小屋で、テント泊。

水場まで降りて汲みにいったが、ぽたぽた状態。 

 

翌朝、草履塚を経て、飯豊本山（２１０５ｍ）へ。ここから、御西岳までは、お花畑  

が広がる。固有種のイイデリンドウ、ミヤマリンドウ、ニッコウキスゲ、コバイケイソウ。

マツムシソウ、など。烏帽子岳を経て梅花皮（カイラギ）小屋でテント泊。  

翌朝は、北股岳をピストンし、石コロビ大雪渓の下りにかかる、途中まで、他の３人と同

様キックステップでのりきっていたが、初心者の悲しさ、途中で立ち往生。登って来るグ

ループから、アイゼンを着けろと諭される。良く見ると、彼らは、ピッケルとシュタイグ

アイゼンの標準装備だ。何とか、おもちゃみたいな 4 本爪アイゼンを着けて、無事下山。

［これに懲りて、翌年の剣沢合宿では、剣沢雪渓降下に備えてピッケル、アイゼンをもっ

てゆきました］飯豊山荘で、温泉に入って、米坂線の小国駅まで、バスに乗り、坂町、を

経て新潟から新幹線で帰る。 

 

今振り返ると、この山行は、山の楽しさと厳しさを教えてくれた忘れられない宝物となっ

た。また、初心者の私をサポートしてくれた、3 人の先輩には、今でも感謝している。 
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（2020） 6～8 月山行実績   リーダー部・機関支部 
山

行 
日  程  山 岳 名 リーダー 参   加   者 

個 6/7 黒檜山 樋渡 
 

個 6/9 天覧山 小林  

個 6/21 
神流川 

橋倉川本流 
長田 会員外 

個 6/21 松立山 樋渡  

個 
6/24 

 
赤城山 浅井(祐) 

兼堀(善)・下川・新島・澁谷 

福田・大門・小林・八並 

個 6/27 鈴ヶ岳 殿塚 出口 

個 7/3 筑波山 小野寺 山本・黒澤・阿部 

個 7/5 
笹子川 

滝子沢左俣 
長田 会員外 

個 7/15 霧ヶ峰 兼堀(善) 

兼堀(恵)・浅井(祐)・小林・大門・新島 

下川・澁谷・八並・福田・森(花)・小野寺 

芳野・杉山・新庄 

個 7/18 

みなかみ諏訪
渓谷とカヌー
体験 

浅井(祐) 
小林・松田(武)・出口・浅井(昭)・小野寺 

山本・兼堀(善) 

個 7/19 
那須・白笹山 

   南月山 
殿塚 村上・土屋 

個 7/19 
三ノ宿 

薬師岳 
樋渡  

個 
7/23 

～7/24 

三俣沢 

岩沢ス沢下降 
長田 会員外 

個 7/26 
赤城・鍋割山 

   荒山 
松田(弘) 鈴木(勝)・森(律)・榊原 

個 
7/26 

～27 
志賀高原 浅井(祐) 下川・杉山・澁谷・遠藤・山崎(正) 

個 
7/31 

～8/2 
恵那山 殿塚 鎌形・土屋・大門 

個 8/2 
万太郎谷 

オタキノ沢 
長田 会員外 

個 8/2 御嶽山 榊原  

個 8/2 苗場山 樋渡  

個 8/5 

北八ヶ岳 

北横岳 

～雨池山 

浅井(祐) 小林・下川・杉山・新島・澁谷・畑野(仁) 

個 8/9 松木沢 樋渡  

個 8/9 那須・三本槍 森(り) 鈴木(勝)・松田(弘)・榊原 

個 8/11 日光丸山 和田 山本・阿部・小野寺・黒澤 

個 8/11 橋倉沢 沼田 岸野・会員外 

個 8/14 倉沢谷本谷 山崎(寧) 浅倉・会員外 

個 
8/14 

～8/16 
剱岳 八ツ峰 長田 会員外 

個 8/15 谷川岳 浅倉 会員外 
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個 8/15 ヤチキ沢 沼田 岸野・会員外 

個 
8/16 

～8/17 
五竜岳 樋渡  

個 
8/16 

～8/17 
鳳凰三山 松田(弘) 鈴木(勝) 

個 
8/19 

～8/20 

八方尾根 

栂池自然園 
兼堀(善) 和田・兼堀(恵)・小野寺・澁谷・畑野(仁) 

個 8/20 日光白根 浅井(祐) 新島・下川・杉山・出口・大門 

個 8/22 赤城山 山口(裕) 浅倉 

個 8/22 板幽沢 沼田 石川・岸野・会員外 

個 8/29 
鞍掛沢と 

日向山 
沼田 岸野・石川・会員外 

個 8/29 
四阿山 

根子岳 
森(律) 山口(裕)・井上（お試し） 

個 8/30 
スッカン沢 

尚仁沢 
樋渡  
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日光 黒檜山 登山 
記：樋渡 義晴 

◆山行日：2020年 6月７日（日） 

◆山行者：樋渡義晴 

◆コース：赤沼駐車場～黒檜山 （往復） 

 

日光修験道に黒檜山がある。修験行者たちは中禅寺湖に注ぐ大和田沢下流の田和ノ宿から黒檜

山を往復しているのだけどそのルートがよく分からない。登ったことがないので山容と次回に

備えてのエスケープルートを確認するため一般道から登ってみた。 眺望は皆無と言っていい

くらいずっと樹林帯 さり気なくシャクナゲが綺麗だった。 

 

 
 

せっかくなのでクリンソウを見に立ち寄る。 満開だ！ 毎年のように訪ねているがここまで

咲き誇っているのを見たことがない。 当たり年だったよう !(^^)!  

 

帰りは千住ケ浜に停めていた愛車 「筋斗雲２号」でビュッ!! と赤沼駐車場へ戻った。 （と

言いたいが弓張峠までの登り返しはつらかったデス (^^;  
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     天覧山・多峯主山       

                              小林いつ子 

 

 

 ■日  程 令和 2 年 6 月 9 日（火） 

 ■メンバー L 小林 

 ■歩  程 南越谷発 5：14 発--6：32 飯能着・・・天覧山登山口出発 

     ・・・7：10 天覧山・・・8：00 多峯主山・・・8:30 本郷 

 

 

 3 月に新型コロナの性で自粛要請が

出て以来、 

緊急事態宣言！そして 6 月に何とか解

除！ 

経済が立ち行かなくなるとかで、無理

矢理感はあるが、新型コロナとの同居

生活が始まった。 

 2 ヶ月半ぶりの山なので計画はした

が、どうお誘いしていいのやら？迷っ

た挙句に一人で行くことにした。草加

からのメンバーが居ないのと電車の混

雑が気になり南越を 5：14 の始発で出

た。車内は 10 人ほど。秋津からは通勤

とは逆方向なので空いていた。 

朝から暑い！天覧山の登り口の木陰が

気持ちい！！ 

7 時を過ぎたばかりなので、散歩の人

と時々すれ違う程度で天覧山も多峯主

山もとても静かだった。 

多峯主山で会ったおじさんに教えても

らった話だと、この周辺には大きな住宅団地が２つあって、リタイア族の散歩エリアなん

だとか！それで、天覧・多峯主山辺りは別名年金山と言われているそうだ。 

 一人歩きの心細さで、このまま山を下りることにした。 

途中の谷合にはマムシ・マムシと注意看板があり、蛇の苦手な私は道の真ん中から外れず、

おっかなびっくりでの山行だった。 

  注意！本当にマムシは出る。（地元情報） 

 こんな早出も下山も初めてだけど、今年は山小屋の泊りは無理だと思うので、近場を早

出で登るしか手は無さそうだ！！ 

 



7 

 

日光 松立山 登山 
 

記：樋渡 義晴 

◆山行日：2020年 6 月 21日（日） 

◆山行者：樋渡義晴 

◆コース：日光市駐車場～松立山～瑠璃堂～岩屋観音～鳴虫山～化地蔵～駐車場 

 

日光修験道第二回目（夏峯 補陀洛順峯入峯次第私記より） 日光金谷ホテル脇の星ノ宮を出

発し裏手にある細尾根に取り付く。しばらくすると松立山山頂に辿り着く。平らに整地されて

いるが幾筋かの掘りの跡が未だに残る。第二次大戦中にここに高射砲が置かれていたそうだ。 

山頂からやや西に延びた稜線をいっきに下り瑠璃堂に至る。 途中に愛宕神社の廃墟がある。

神使のイノシシがなんとも愛嬌があり何枚も写真を撮ってしまった!! 

  

 

 

 

再度中ソネ（尾根）を登り返すのだが取り付き場所がわからない。致し方なく急峻な斜面を登

り尾根に出る。 ホッ (^^;) しばらくうろうろして目的の岩屋観音に到着。 今日の最大の

目的を果たす。 新緑と静寂 誰もいない 観音様に手を合わす。  

 

中ソネを上り詰めると眼前にトラロープが張ってあり超えると鳴虫山の一般道に出た。山アジ

サイを見ながら進むと山頂、登山者 3名が休憩していた。  次回行く予定の気生ノ宿そして

千載ノ宿に至るそれぞれの稜線の前に例のトラロープがしっかり張ってあった。 先は長

い。 !(^^)!  
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        西上州 神流川支流・橋倉川本流→今泉沢下降 

 

L:長田 一樹 会員外                     2020 年 6 月 21 日 

 

神流町橋倉集落手前橋倉川ダムＰ8:20/8:40→橋倉集落→巨大堰堤(懸垂 5m)8:55/9:05→石

積みの堰堤 9:20→4m 巨岩潜りの滝 9:50→スリットゴルジュ・下 10:40 上 11:00→11:10 第

2 ゴルジュ帯円形広場休憩 11:30→6m 直瀑(左岸巻き)11:45→祠 11:50→二俣 928m12:00→

林道 12:25→林道合流 12:40→新林道分岐 12:55→今泉橋 13:05→橋倉川ダムＰ15:20 

 

最近、よく聞く沢でコンパクトだけど楽しくツメも無く、沢下降で駐車場へドンピシャで

降りて来られるとの事！自粛解除空けで鈍った体には丁度良いかと思って行って来ました

が。。。 

思っていたより増水していたからか自分が想像以上に鈍っていたのか？疲れました(笑) 

土日共晴れの予定が金曜日には日曜日が雨マーク。。。ま

ぁ水量もそんなに無さそうな沢だし大丈夫だろうと高

を括って日曜朝出発、関越道の高坂付近で結構な雨降り

になる(汗) 

本庄児玉 IC で降りると雨は止んだが路面はビッショリ、

目的地までの道中も降ったり止んだりで若干萎えるが、

駐車場につくとほぼ止んだので、気を取り直し準備して

出発 

 

橋倉集落の方に挨拶すると、大きな堰堤までは右岸側に

踏み跡あるよと教えて貰い、作業小屋脇から入る、程な

く目印のテ

ープがあり

巨大堰堤出

現、堰堤の上

流側から 5m

の懸垂下降で入渓する。最初は河原とナメ滝の

沢歩きで水に濡れる、渓流シューズの中に入る

水の感触を懷かしみながら歩みを進める。暫く

歩くと小さな滝や幅広滝などが現れるので、遡

行を飽きさせない。ただ水量はかなり多く水温

も低い、魚影が見られるとの事だったがここま

では小さな魚影を 2.3 匹といったくらいでこの

先の巨岩潜りの滝を超えると魚影は見なかった、

ここは両サイドを高さ 50ｍ以上の岸壁で覆わ

れた場所が多く又岩肌も赤や黒、白、緑と多種

多様で地層の模様も浮き出ていて非常に綺麗で

す。 
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水も綺麗で広葉樹も多く緑も綺麗で歩いてい

るだけでもテンションが上がります。 

そして核心のスリットゴルジュ出現！参考に

したネットの写真の水量と比べると目が点に

なる(汗)白くて太い水流がゴォゴォ言ってま

す(大汗)周り見てもそそり立った岸壁で、高

巻き出来るような感じは無いし調べてもいな

い、一抹の不安を抱えながらも取り敢えず行

ける所まで行ってみるかと何時ものようにロ

ープ出してゴルジュの中へ、水流が激しく落

ちたらアッという間に流されて放り出される

なと思うと一歩一歩が慎重になります。そし

て奥の滝ですが下で見てると水量凄過ぎて登

れる感じしません(笑)行ってみたらどうにか

なりましたが、水量凄くてスパッツ脱げるは、

ロープは引かれるは、スタンス見えないは、

びしょ濡れで寒くて体温奪われて萎えるは、

中間支点が浅くしか入らなかったクロモリハ

ーケンのみだったので超ビビりました(笑) 

詳しく書いてしまうと面白みが無くなるので、

書きませんが、平水なら恐らく非常に楽しんで

登れると思います。それこそテーマパーク状態

で色々な体験出来きます(笑) 

第 2 ゴルジュ帯のスタート地点の円形広場のよ

うな所で、カップラーメンで冷えた身体を温め

る休憩を取るが回復せず(汗) 回復しない身体

引き摺って再スタート、ネットの写真見る限り

ではココも平水であれば赤い岩肌に水色の水流

が綺麗なのですが今日は白く泡立った勢いのあ

る水流が流れています。。。階段状になっている

ので難無く登れます。ゴルジュ最後の滝は平水

でも巻いているようですが、念の為観察してみ

ました。もう全然登れる気配ないので(笑)左岸

を小さく巻く、登った所の祠でお参りして遡行

継続、二股は左が 6ｍ右が 12ｍの両門状です。

右は 12ｍよりもありそうです。手がかりも見え

るしショルダーだけど登った記録も有るので、行ってみたい気もしますが、体が冷え切っ

ていて濡れたくないのにここも水量が多い、右はシャワークライミング必須だったので左

を選んで、詰めて林道に上がって終了。下降の為、林道を使用して今泉沢へ、今泉沢は去

年の台風の影響か？倒木と崩壊が多く思った以上に時間かかりました。魚影はコチラのほ

うが大きく多いです。 
最後の多段 10ｍトイ状滝は通常左岸側を高巻きして下って河原のようですが、雨で濡れて

いる泥土を上がって下ると神経使うので躊躇して、何となく見た右岸側のテラス状岸壁 
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が気になったので、上がってみるが最後で

行き詰まる、下に降りるには 5ｍ弱の高さ、

クライムダウンも出来そうな感じだけど下

には落石溜まっていて危険な香り。。。幸い

太い木があったのでそれを支点にして懸垂

下降する。斜め懸垂でトイ状滝を跨ぐよう

に降りて途中で中継して 50ｍ一本で滝下

まで降りる、暫く歩くと河原状になり終盤

が近い事を感じさせるとすぐに堰堤が見え

てくる、堰堤の梯子を上がると駐車場です。 

生憎の天気で増水してて状態は良く有りま

せんでしたが、コンパクトでゴルジュ有り、

登り甲斐ある滝もあり、水も岩も綺麗で森林

も素晴らしい、ドンピシャで駐車場へ下降で

きて、釣りも出来そうな美味しい沢でした。 

生憎の天気でしたが、増水と下調べは最低限

にしたお陰で沢登りを始めた頃に感じていた

ドキドキ・ワクワクを感じて、終了した時は

安堵感と充実した疲労感に達成感が入り混じ

った感触を久しぶりに味わえました！！ 

 

 

 

 

 

  



11 

 

鈴が岳（１５６４M） 

                              記：出口 栄子 

 

日 時：２０２０年６月２７日（土） 

メンバー：L 殿塚 洋一，出口 栄子  （殿塚車） 

コース ：獨協大学前駅 5:25―国道、県道利用―8:00 鈴が岳駐車場 

   新坡平登山口 8:20 出発－鍬柄山―9:45 鈴が岳山頂 10:00ー分岐 10:20－出張山― 

   出張峠―12:15 車道沼尻―新坡平登山口駐車場 13:00（殿塚さん見晴山経由） 

  下山後、道の駅「富士見館」にて入浴して帰路 

 

 梅雨の数少ない合間のお天気で、殿塚リーダーと二人で登山に出かけました。残念ながら遠藤さ

んと村上さんは都合がつかずご一緒出来ませんでした。 

 

登山口の付近の白樺牧場はツツジの名所でまだ花が残っているかと期待しましたが数輪見かけた

くらいで今年は早くに終わったようです。 

鈴が岳は赤城の外輪山で大沼を挟んで東に黒檜や駒ケ岳が望めます。天気が良かったのでこの日

は頂上まで見えました。駐車場近くのビジターセンターの利用は９時からでトイレもシャッターが

閉まっていました。出発して鈴が岳までの登山道は頂上近くに岩やロープが少しありますが上りや

すい。逆に下りの関東ふれあいの道は落ち葉や樹林帯に惑い時間が思いの外かかりました。鈴が岳

の頂上には鈴嶽山神社、赤城山大神、愛宕山大神の３つの大きな石碑があり、かつては信仰の対象

の山だった事が伺えます。登山者は１０名余り見かけました。 

 

 のんびり入浴して帰りましたが、この季節はすぐ汗をかきます。リハビリと言いながら十分元気

で殿塚さんは運転もバリバリでした。お誘いいただきありがとうございました。 
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筑波山（女体山）「877ｍ」山行報告 
                                                                 記・阿部芳夫 

  ☆日時・・・・・２０２０年７月３日 

  ☆メンバー・・・L 小野寺・山本・黒澤・阿部 

☆コースタイム・4：30・車で阿部家出発・山本家・黒澤家・小野寺家・全員乗り 

        常磐高速道～筑波山つつじヶ丘ロープウェイ駐車場 6：40 分頃着                

          登山準備をして準備運動して 7：00 頃登り始める頂上 9：30 分 

          ～10：00 下山～ロープウエイ～登山口 10：20 頃下山 

 

 今回の山行は山の会の長老から順番のように４人が３月からの長い山行自粛要請から解

除されようやく山の空気を吸いに、しかし４人とも病み上がりでもあるので筑波辺りをま

ず登ってみようと、急に話が決まり山行計

画も緊急提出でとにかく決行した。 

やはり病み上がりの４人であるので心配し

たが朝早くに出発したので時間があるため

最初からゆっくり歩き、早めに休憩を取り

ながら登った。 

今は花もほどんと咲いてない、だがたまに

山アジサイらしいのが咲いている、つつじ

ヶ丘登山口からの出発だったので登りもあ

まり急登も少なく登りやすかった。又ゆっ

くり休憩を取りながらなので安心だ。でも

やはり今の季節なので汗は掻きながらの登りだ。さほど疲れもなく登ることができた。  

今の時期のせいか、コロナのせいか、他の登山者の姿はほどんと見る事が出来ない、たま

に一人だけで下

山する人が何組

か見るくらいだ

った。 

女体山頂上では

地元の人が一人

いて色々説明し

てくれてよかっ

た。あとから２～

３人のグループ

が来て見物して

いたが筑波山な

のに観光の人も

ほどんといなく

て少し寂しかっ

た。 

下山は筑波山では皆初めての体験と言う事でロープウエイで降りた、ロープウエイも我々

４人の貸し切り状態だった。ロープウエイの案内のお姉さんも我々だけなもんだから、我々

の質問に気持ち良く色々答えて説明してくれて楽しかった。下山後靴など履き替え又皆車

に乗って帰路に着き途中そば屋で昼食を取り高速で草加まで戻った。  

参加の皆さん楽しい山行ありがとうございました。お疲れ様でした。  



13 

 

           笹子川 滝子沢左俣 

 

L:長田 一樹 会員外                       2020 年 7 月 5 日 

 

寂しょう尾根登山口付近駐車スペース 8:30→権現橋 8:35→9:26 入渓→10:10 奥の二俣→

11:05 一条クラック滝→8m ハング滝 12:15→13:00 四ツ俣（三ツ俣？）→13:35 滝子山山頂

13:55→15:25 駐車スペース 

 

前回の橋倉沢では増水していて寒かったので、直前まで悩みましたが中央線沿線は晴れ間

が覗くというヤマテンの予報を信じて行ってきました。 

 

入り口にはチェーンがかかっており一旦通り過ぎ

るが他には入り口が無さそうだったので、戻り確認

するとチェーンの先には路面に進入禁止の文字、鍵

はかかっておらず簡単に外せるが、進入してすぐの

道路が半分崩落気味にすぐ隣の川に落ちていて車

高の低い車や４WD 以外だと嵌りそうな感じです。ゆ

っくり進入し腹を剃らない事を確認して登る、林道

を登り詰めると左脇に駐車スペースが出てきて看

板もあるので間違わないと思います。 

 

ガスって視界は悪いが雨は降ってい

ないので、準備して出発、まずは権

現橋目指して進み 5 分ほどで到着、

左岸側の工事用車道を上がり高度を

稼ぐが、結構急な舗装路歩きで朝の

鈍った体に効く(汗)舗装路が切れた

あたりから入渓する。一時間弱の単

調なゴーロ歩きをしていると段々小

滝が出てくる、最初の滝 30ｍナメ階

段状に到着、念の為ロープ出して登

るがプロテクションは取らずに滝上

へ抜けられたので、ルート取り間違

えなければロープ無しでも大丈夫で

すが、初心者初級者連れて行くとき

は必須。 
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スラブ状滝 10ｍは左の凹角を登る、少し歩

くと一条クラッック 15ｍの滝が現れる、滑

っているとの話だったのでフェルトで来て

しまったが滑りはそれ程酷くない。。。ロー

プ結んでスタート出だし 3 歩ほどはクラッ

クに足が決まるのだが、その先のクラック

が浅い為、フットジャムが決まらない(汗)

手もないので足で上げるしか無いのだがフ

ェルトでスメアが滑る滑る 3 回チャレンジ

したのだが、その度に落ちる(TдT)相方が

ラバーだったので挑戦すると言ったのでカ

ムを渡し、ビレイを交代して、相方スター

ト、順調に高度を上げて行くが途中の支点

が浅く決まったカムなのでヒヤヒヤしまし

た。無事オンサイト！フォローで引き上げ

てもらうのだがココでも足が決まらずテン

ション 2 回かける。。。ココはラバーの方が

良いと思います。その後の 8m ハング滝は意

気消沈して右岸巻き、四ツ俣（三ツ俣かな）

は一番右側選びましたが脆くてヒヤヒヤで

した。頂上直下に出るのは恐らく右から二

番目と思われます。脆い滝や泥壁抜けて稜線に出たが、頂上はもう少し上なので頂上へ稜

線を詰めるとガスが切れて周りの山々が見えてくる。頂上でお湯沸かしてカップラーメン

とおにぎりののんびりした昼食を取り、稜線から外れて寂しょう尾根を下る、下り始める

と結構急な岩場が出てきて泥の詰まったフェルトソールでは不安になる、チェーンスパイ

ク付ける事も考えたが岩場抜けてからにして通り過ぎる。段々と岩場も減り安心している

と滑って転んだので諦めてチェーンスパイク装着して下山する。残り 1/3 くらいになると

傾斜も緩んだので外して下山、駐車場へ向かう道が結構キレイな事に気が付いて、もしや

ここの林道の進入口は反対からだったのでは？とザック降ろしながら思い直したが面倒な

ので来た道を帰る、チェーンはちゃんと掛け直して出てきました。都留のより道の湯でお

風呂入ってご飯食べて帰埼しました。 

高速降りてすぐ、思ったよりスケール有る滝が多く登れるし滑りもそれ程酷くなかったし、

ピークも踏める沢なのでおすすめ

です！！ 
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霧ヶ峰（1924ｍ） 

記：兼堀 善和・・ 

 

・山行日  Ｒ２．７，１５（水） 

・メンバー Ｌ：兼堀善 兼堀恵 森花 小林い 小野寺 大門 新島 八並 福田 

・コース  車山肩Ｐ～車山～車山乗越～蝶々深山～物見石～奥霧小屋～沢渡～駐車場  

 

梅雨の長雨の中行くか悩んだ山行であったが、当日の現地の天気予報曇り且つ山指数Ａ  

で決行する事に、車３台１５名の大所帯で出発、車山の肩駐車場に予定より少し早く  

到着した。 

ここで鷲ヶ岳山行の６名と別れ９名で車山山頂に向け出発、ところが霧が深く見晴らしが

きかない、今日は花鑑賞と久し振りの長時間散策がメインだ。車山山頂で車山神社 

を見たが以前は確か諏訪神社だったはずだが、山頂から乗越に向け下って行くが、ここで

も以前と違い迂回コースに変わっていた。蝶々深山からの道は水が溜まって泥濘が続き歩

き辛いが、数多くの高山植物が可愛らしく、小声でワイワイやりながら楽しく歩いて行っ

た。 

物見石で２０分程度の昼食をとり出発したが、雨が降り始め急いで身支度し皆と相談して

当初予定のコースを短縮して、奥霧小屋から沢渡に向かう事に１時間程度カットして  

沢渡に到着、ここから最後の登りここがきつかったが漸く駐車場に到着、久し振りの  

山歩き気持ち良かった 

 

 今日出会った高山植物を記す 

・ニッコウキズゲ ハクサンフウロ イブキトラノオ ウツボグサ アヤメ シシウド 

 キンポウゲ コバイケイソウ ヤマオダマキ カラマツソウ ウスユキソウ  

 ヨツバヒヨドリ シモツケソウ ギンリョウソウ トリアシショウマ など 
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大正時代から昭和初期の社会情勢及び、登山界と山岳雑

誌の創刊        令和２年７月２２日 松浦 剛 
１、 社会情勢 

大正３年（１９１４年）ヨーロッパで第一次世界大戦が始まりる。本来この戦争は日本には関

係は無かったが、加藤高名外相は日光でご静養中の大正天皇を訪問し、ドイツへの参戦の裁可

をもらい、強引に東アジアでは戦力のないドイツと戦い、中国の山東半島周辺と、太平洋に散

らばっているマリアナ群島、トラック群島、カロリン諸島、グアム、サイパンなど太平洋諸島

のトイツ統治権を奪ってしまう。日露戦争と第一次世界大戦は、日本が世界に飛躍するきっか

けとなるが、逆に言えば欧米諸国から警戒され、この後軍縮会議や、満洲事件、満州国建設な

ど満州問題、支那事変（日中戦争）などで欧米列国との溝が深まり、第二次世界大戦へ突入す

るきっかけとなってしまった。また大正６年（１９１７年）にはロシア革命が起こり、ロシア

共産党政権が誕生し、これに対する警戒感が高まった。外交的には問題が多かったが、大正時

代の日本国内は戦争もなく平和な時代であり「大正ロマン」と云う言葉が当てはまる良き時代

であった。山岳界では慶応大学山岳部、早稲田大学山岳部、北海道大学山岳部等が活躍し、大

学山岳部の隆盛時代であった。関西では大正１３年に関西ＲＣＣが藤木九三氏により設立され、

六甲で岩登りが盛んになり、関東では「霧の旅」の様な低山趣味の山の会も出現する。大正１

２年９月１日関東大震災が発生し、大正１５年１２月２５日、大正天皇が崩御され、１２月２

６日には新しい激動の昭和時代に突入する。 

 

２、 登山界と山岳雑誌の創刊 

大正時代から昭和に入りマルクス・レーニン社会主義国家論に日本の学生やインテリは洗礼を

受け、思想取り締まりも厳しくなる。しかし大衆の労働運動への意識は高まって来る。昭和５

年田中内閣はインフレ政策のいきずまりから、金解禁を行いこれが世界恐慌とぶつかり、大不

況に至ってしまう。中小企業の倒産、多くの失業者が発生し「大学は出たけれど」と云う言葉

が流行る時代となった。しかし大正時代から都市機能は段々と近代化され、サラリーマンの生

活も少しは良くなり、銀ブラ、映画、カフェー、ダンスホール、等が大衆娯楽となって行き、

こうした中で登山人口も増加して行く。ヒマラヤでは大正１３年（１９２４年）イギリスの第

三次エベレスト登山隊が、無酸素で８５７２ｍまで達し、ヨロッパ・アルプスでは昭和３年（１

９２８年）に日本人の各務（かがみ）良行がマッターホルン北壁に挑み、半分ほど登り落石で

敗退したが、３年後の昭和６年（１９３１年）にドイツのシュミット兄弟が初登攀している。

谷川岳の一ノ倉沢では昭和５年（１９３０年）７月に、東北大学の小川登喜男パーテーが奥壁

３ルンゼを登り、本格的な一ノ倉沢のメインルートを初登攀した。昭和６年９月１日、９年の

歳月を費やして上越線の清水トンネルが開通し、谷川岳は近くて良い山となる。昭和３年１月

に厳冬期の北岳が登られ、冬の登山は完成し、以後は岩登りによるバリエーションルートの開

拓の時代となる 

日本で初めて創刊された山岳雑誌は、大正１０年５月創刊の北大を中心とした人たちによる「山

とスキー」である。２０ページほどの薄っぺらい雑誌で、現代の雑誌とは程遠いい、粗末なも

のである。関東では慶応の「登高行」と早稲田の、「ルックザック」が立派な部報として発行さ

れている。こうした中に東京の低山登山趣味の「霧の旅」山の会があり、会報「霧の旅」が大

正８年５月に創刊され、昭和１６年当たりまで発行された。大正末期から昭和初期に創刊され

た山岳雑誌には「キャンピング」「山小屋」「ケルン」などもある。昭和５年５月には「山と渓

谷」が発刊されている。今まで１３種ほどの山岳雑誌が創刊されているが、古くからある山岳

雑誌では「岳人」がモンベル社に買い取られ広告雑誌となり、出版社が発行している山岳雑誌
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は「山と渓谷」のみとなってしまった。現在は新しいクライミングの雑誌が多い。私などの様

に「山と渓谷」や「岳人」からの情報で山を登っていた登山者にとっては寂しい限りである。

昭和５年の不況の中で多くの登山者の要望をとらえ発行された「山と渓谷」は、いつの時代も

多くの登山者の意に添う内容を提供して来たので、今日まで生き延びたのであろう。山岳雑誌

と云うものは、余り高みを見てもいけないし、余りレベルを下げてもダメなもので、なかなか

難しいものである。常に大衆登山者の目線の「山と渓谷」と、高みを目指す「岳人」が生き延

びてきたが、山の情報がネット時代となり、山岳雑誌がその存在意義を無くして来た事は時代

の流れであろう。 

   

 昭和５年５月創刊号   戦後昭和２１年初発行   昭和２１年５月創刊号 

 

昭和初期はまだ登山の発展期で在り、ピークハントや縦走が主流であった。こうした中で大学

山岳部はバリエーションルートの開拓に着手するようになる。昭和２年８月には北岳バットレ

ス第五尾根を京大がアタックし、昭和４年には藤木九三により穂高の滝谷が初登攀され、昭和

５年７月には小川登喜男により一ノ倉沢の奥壁第三ルンゼが初登攀され、岩場のルートが登ら

れる様になる。しかし前穂高岳東壁や屏風岩、北岳バットレス中央稜やＤガリー奥壁、一ノ倉

沢の衝立岩周辺や烏帽子沢奥壁など、大変困難な岩壁の初登攀は戦後の昭和２０～３０年代ま

で待たなければ為らなかった。 
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白笹山・南月山 

記：村上 綾 

〇日程 ２０２０年７月１９日（日） 

〇メンバー Ｌ殿塚、土屋、村上 

〇コース  8：00 沼原池Ｐ－9：20 白笹山－10：00 南月山－日の出平－11：00 牛ヶ首

－11：30 姥ヶ平－13：50 沼原湿原－14：00 沼原池Ｐ 

 

 山に行けるか行けないか悩ましい天気予報でしたが、前日の午後に「よし行きましょう！」

と殿塚リーダーが決断し、山行が決定しました。登山口を曇天の中、沼原池Ｐをスタート

しました。 

 自粛生活ですっかり体がなまってしまい、白笹山までの登りがとてもキツく感じました。

「白笹山に着いたよ～」とリーダーが教えてくれなければ、きっと通り過ぎてしまうほど

目立たないところに山頂の看板がひっそり佇んでいました。ほんのちょっぴり休憩し、南

月山を目指しました。ところどころ、笹が深くかき分けて進むこともありましたがどんど

ん登ると南月山に到着。目前にドーンと荒々しい姿の茶臼岳がそびえていました。そこか

ら先は、木々は無くなり火山礫の道で、豪快な茶臼岳を望みながら気持ちのいい稜線歩き

でした。朝曇っていた天気も青空になり、気分も上々！牛ヶ首からはさらに目前に茶臼岳

が迫り、白い噴煙も見えて硫黄の匂いも風に運ばれてきていました。牛ヶ首を西に進み、

茶臼岳を背中に感じながら歩くと姥ヶ平でした。登山道から少し逸れた木道を進むとひょ

うたん池があり、そこに素晴らしい景色が待っていました。水面に見事な逆さ茶臼と青空

と白い雲が映り、まさに絶景！しばし、見とれてしまいました。やっぱり山はいいなあと

思いました。景色を目に焼き付け、下り道を歩き沼原湿原を目指しました。沼原湿原は、

気持ちのよい木道から湿原の花を見ることができました。「花の名前にくわしければ・・・」

と自分の無知を痛感しながらも、青空の中湿原を楽しみました。 

梅雨の晴れ間の中、久々の青空と迫力の茶臼岳、神秘的なひょうたん池、最高の山行で

した。リーダーの殿塚さん、土屋さんに大変お世話になりました。 
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日光 三ノ宿山 （日光修験道巡り三回目） 
記：樋渡 義晴 

◆山行日：2020年 7 月 19日（日） 

◆山行者：樋渡義晴 

◆コース：滝ヶ原峠～三ノ宿山～大木戸山～丸山までのピストン 

 

日光修験道第三回目（夏峯 補陀洛順峯入峯次第私記より） 今回の目的は五葉の宿と三の宿

跡を訪ねる事。 

 

滝ヶ原峠に車を駐め取り付きを探す 昔はこの切通はなく尾根は繋がっていたのだろう 

尾根に上がると松の木の近くに祠がある しばし歩を進めると大きな岩 そのすぐ後方に

金剛堂がある 江戸時代のものらしい この岩に何か意味があったのだろうか 

更に進むと「やしおの湯」に繋がる尾根上に達する この先が五葉ノ宿だ ここで「後夜

ノ勤」（夜明け前の勤行）を行った 五葉の宿は一見してそれらしい と思えるほど広い平

坦な場所だった しばし立ち止まる 「閼伽南アリ」というが雨後の急斜面のガレ場を降

りていくのは躊躇われる 

三ノ宿山に着く手前 一カ所だけ視界の開ける場所 男体山が眼前にそびえる この方向

から見るのは始めて 実に堂々とした山容 その右手には女峰山 祠が二つ出てくる 金

剛堂と石祠 その中に薬師如来さま 日の光がちょうど差し込んでいた この南側を少し

下った所が三ノ宿 

この三ノ宿の地は 「峠」であり北の方に沢沿いに沿って下ると日光の大木戸の集落に向

かい 大木戸山から南に延びる長い稜線 「大小松尾根」 を下ると古峰の大滝に至る た

だ北の沢側も南尾根もかなりの急斜面だった 「峠」をつなぐ古道の一部は残っているら

しい 

今回は大木戸山 そして丸山まで足を運んだ このコースはアップ＆ダウンが 連続する 

しかも夏の時期こんもりと茂った緑葉で眺望は望めない。やはり秋～春が良さそうだ！！ 
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         泙川三俣沢大岩沢・ス沢下降 

 

L:長田 一樹 会員外                  2020 年 7 月 23 日～24 日 

 

一日目終日雨：林道ゲート前駐車スペース 6:20→林道→8:10 入渓点平滝手前→9:30 湯の

沢出合→11:40 広河原 11:55→13:40 スルノ沢出合い→14:20 大岩沢分岐→15:00 大岩沢テ

ン場 

二日目午前中晴れ間午後 4 時より雨：テン場 7:20→10:55 稜線鞍部 11:05 トラバース･下降

→12：35 ス沢源頭→14:50 広河原出合 15:00→18:40 脱渓点 18:50→林道→21:00 ゲート手

前駐車スペース 

 

コロナ明けで 3 回目の沢、久々の泊

まりだし大丈夫かな？と不安でした

が不安は的中（汗） 

林道歩きは、雨以外、思ったほど苦

痛では無かった。泙滝前から入渓す

る。目の前にキレイな水と白い滑床

が広がり一気に気分が上がるが水量

は多い、すぐに朽ち果てた堰堤が出

てくる、崩れてナメ滝のようになっ

ている流芯を登る、次の堰堤は右巻

きなのだが崩壊していて堰堤の右脇

すぐを上り左にトラバースする。コ

レが泥付きは崩れるし落石もあるで、

結構嫌らしく神経を使う、次も堰堤

なのだが朽ち果てて滝のよう、ココも右か

ら上りトラバースする残置あり。 

その後は渡渉と釜のトラバースと小滝の上

りの連続です。行きは若干増水気味で渡渉

はあまりしたくなかったです。万太郎本谷

に河原歩きを混ぜた様な感じです。距離が

無ければ楽しめるかもしれませんが正直河

原歩きに飽きてきていました。ス沢出合い

からスルノ沢分岐までは大きな滝は無くテ

ン場適地も多いしイワナも豊富なので釣り

するなら広河原かココでテントが良いと思

います。 

スルノ沢分岐からは一気に滝が増えます。

5m くらいの滝を越えるといきなりゴルジ

ュ！橋倉沢を思い出します。ゴルジュの奥

に枯れ滝がとの事でしたが、今日は水が沢

山（笑）ドバドバ出ているのを見ると直登

は無理、左壁行けそうだが雨で濡れている

し重荷で不安だったので戻って右岸巻とす

る、三左衛門沢から分岐して直ぐ宿堂沢か

らも分岐して大岩沢に入る、ココあたりま
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でが三俣沢です。 

大岩沢に入ると直ぐに 2 段 15m の滝、

雨も強くなってきて疲れているし重荷

なので上部でロープ出す。特に難しく

はないが途中でハーケンを打って抜け

る、終了点は無し右岸側の岩のリスに

クロモリ一枚で終了点作成して引き上

げる。雨に濡れて体も冷えたので兎に

角テン場を探すと左岸側の一段高くな

った所に発見！若干整地してテントと

タープ張ったらお楽しみの焚き火なの

だが集めてきた薪は軒並み湿気ってい

る、折ってみてポキっという小枝があ

まり無いのが不安だが着火剤の力を借

りればと意気込んでみるも撃沈…着火

剤が付いた所だけ燃えて広がらず駄目

でした。バーナーは 2 個持ってきてい

たので調理とお湯沸かして宴して早々

に就寝。5 時起床 7 時出発だったが 20

分遅刻、相方は膝の調子が良くないみ

たいで自分も荷物が重い、ナメや小滝

が連続して現れるが、小滝の処理に思

ったより時間を取られる。滑っていて空身か軽装備であれば何て事無いのだが、コロナ騒

ぎの中で怪我したくないという気持ちが何

時も以上に慎重にさせる。滑りはタワシで

擦って除去して登る地味な行動が続く、そ

うこうしていると核心の階段状 25ｍが出

現、左側の階段状を登ればⅢらしいのだが

水量ドバドバで全身濡れるのは間違いない

のと右側の凹角が登れそうだったので空身

で登ってみる事にする。リンクカムで途

中 2 箇所支点取って抜ける（体感Ⅳ）左

側の灌木を終了点にして荷物引上げよう

とするもスタックして引っかかる、フォ

ローと一緒に四苦八苦して引上て終了。

もう少しスマートな方法を考えないとと

反省。 

続いて多段 30ｍだがコチラはロープ無

しで通過、ヌク沢の大滝みたいな感じな

のでルート取り間違えなければロープは

要らないと思います。その後は少し開け

て河原状になり、次に 3mcs が現れる、

二俣は左にその後も小滝が続き 10mを超

えると再び二俣を左、この頃になると稜
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線が間近に感じられる。沢沿いはザレているの

が判ったので中央の草付きを上がると踏み跡が

あり、辿っていくと鞍部に辿り着けた。1927 ピ

ークは直ぐそこだが鬱蒼と木が繁り展望も無さ

そうなのでトラバースしてス沢下降点に向かう

ことにする、立派な踏み跡があったので辿って

いくとス沢から離れて尾根沿いに向かってしま

った。修正して戻るが笹薮が煩くて下降に時間がかかる。また沢に出るまでに時間がかか

り、心が折れかける。。。 

漸く沢に降り立ち、さぁ下降と思ったらヌメヌメで慎重になり時間だけが過ぎて行く。予

定では 3 時間もあれば出合いの広河原に着くと思っていたのだが実際には 4 時間強かかり

ました。兎に角歩かなきゃ戻れないのでひたすら歩きます。入渓点までは河原歩きと渡渉

と小滝のトラバース逆再生です（笑）渡渉は水量減ったお陰で捗るのですがトラバース逆

再生が割と難しかったり、最後の堰堤からの懸垂下降が思いの外、悪かったりで入渓点に

戻ったのは 19:00 近くになる、そこからヘッデン用意してと思ったら自分の分はザックの

奥深くに。。。出すのも面倒になり相方のヘッデン一つで林道歩きを開始する。かかっても

一時間半くらいだろうと思っていたのですが微妙な登りが続き残った体力を奪っていく、

止まない雨の中、本当にもうダメと思った頃に漸く駐車場に到着！お風呂も閉まっている

ので着替えてコンビニで温かいもの食べてその

まま戻りました。 

重荷を担いでの歩きに登攀が思いの外出来ず、重

い足取りで時間だけが過ぎて夕闇が迫ってくる

パターンを久々に味わいました。もっと色々な面

で回復が必要だなと思い直した次第です。 

 

記：榊原奈歩 

鍋割山，荒山（赤城） 
山行日：2020/7/26 

メンバー：松田（L）、鈴木勝、森律、榊原 4 名 

コースタイム：5H 

姫百合駐車場 8:20-荒山高原 8:50-火起山 9:18-篭

山 9:21-鍋割山 9:39-篭山 10:17-火起山 10:21-荒山

高原 10:36-荒山 11:39-ひさし岩 12:00-南尾根の東

屋 12:10-東屋 12:34（休憩タイム 1h）-荒山高原 13:48-赤城栗太郎 14:12-姫百合駐車場 14:29 

 

気づけば、コロナで山から遠ざかった生活になっていた。でも、山に行かなくても死ぬこ

とはないと自覚した。 

山にいっていないと平熱が低いもので、朝だるい日が続いている。体も重い。。 

そんな自粛生活にいよいよ嫌気がさして久々山にいくことになったものの、何をつめれば

よいのか？！記憶が遠く・・準備にやたらと時間がかかる。4 連休の天気が目まぐるしく

かわり行先が 2 転 3 転した。振り回される天気にリーダーは修行の如く計画書を書き直し

た。（ご苦労様でした m(__)m） 

 

夏の低山は苦手な私、虫、暑さから大概毎シーズン避ける。しかし、今年は歩けていない

ので 7 月としては珍しく群馬の山に入る。 

出足、雨がザーザー、白い中歩く。予想通り蒸し暑く、やっぱりね～と思うが、久しぶり
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だからね・・と言い聞かせて歩く。 

雨は降ったりやんだりであったが、途中低山にもかかわらず雲海がみえたり、虫の襲撃に

あったり・・荒山の山頂では晴れに恵まれた。そういえば久しぶりに花や緑をみたような。。。

色々なことがお久しぶりすぎる。 

 

夏山低山であってもメンバーはそれぞれ負荷をかけて歩く。ノンアルコールビール、食材、

コッヘルや水を担ぎ体力が落ちているなーと其々が感じている。荒山の山頂手前 100m の

急登に足が重たくなり凹む。その後かいた汗の補給がわりにノンアルコールビールが・・

体に染み渡る。山に来ると食欲が落ちあまり食べれない私とは相反し、リーダーは鍋も生

姜焼きもペロリと平らげる。。 

汗をかくと、体が軽く爽快で来てよかったと感じる。 

復帰まで数本行かないと戻りそうになさそうだが、梅雨はまだあけず。今回、中途半端に

スイッチが入りつつ終わってしまった。 

皆様暑い中お疲れさまでした。鍋割山で皿うどん計画は残念ながら叶わず・・今回食べれ

なかった皿うどんは次回に！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鍋割山頂でみんなで写真              荒山山頂から雲海が~みれた 

  
 

お花にも会えた 
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志賀高原 

★山行日：７/26~27 日                         記 遠藤みゆき 

★山行者：L 浅井（祐）、下川、澁谷、杉山、山崎（正）、遠藤 

★コース：1 日目：志賀高原横手山→前山スキー場→丸池→前山スキー場 

     2 日目：ホテル草津→横手山→チャツボミゴケ公園→八ッ場ダム 

 

1 泊 2 日で志賀高原に行ってきました。コロナの影響か高速道路も混まずに順調でした。志賀

高原を経て草津白根を通りました。殺生はガスが出ていて景色がいいのですが止まれないのが

残念です。湯釜を通って横手山で休憩。筍汁とピザを頂きました。とっても美味しかったです。

横手山からの景色も素晴らしい。 

笠の岳を中心に日光連山。お天気が良ければ富士山や八ヶ岳も望めます。前山リフトには日光

きすげが沢山咲いていました。今年は出かける機会がなく花も見ることができず何だかモヤー

ッとした夏でした。前山ロープウェイで志賀山を目指しましたが途中雨に降られ断念。渋池ま

で行き戻りました。その後、ホテルにチェックイン。連休中のせいか受付で並ぶ。この企画は

go to キャンペーンの対象になるらしい。 

今は「伊藤園ホテル草津」となっているが以前はかんぽの宿だった。黒牛の絵が何か目を引い

て帰るときに思い出した。30 年前に利用していた。あの時は主人が事故でノイローゼになって

1 才 3 ヶ月の子供をかかえて大変な時だった。母が私を見かねて連れて行ってくれた。その時

の事を思い出した。湯釜がとても綺麗だった。 

現在、火山規制で車を止めることができなくて残念です。またいつか登れる日が来るだろうか。 

二日目は朝から天気がよかったので前山目指して出発したが途中の横手山でお天気が曇ってき

た。 

先輩達は雲の流れでお天気が分かるらしい。なるほど、雲の流れが速いと天気の変わりも早い。 

前山へ行くのは諦めて横手山からの景色を眺めた。雲海が広がり美しい神秘的な景色だった。 

その後は「チャツボミゴケ公園」で国の天然記念物であるチャツボミゴケを鑑賞した。 

酸性の温泉水にも対応出来ると珍しい苔で青々していて美しかった。最後に「八ッ場ダム」で

ランチをした。 

水陸両用車も走っていた。一度は乗ってみたいな～。 
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今回は素敵な企画をして頂いた浅井さん、車を出して頂いた下川さん、皆さんに桃をむいてく

れたりお心遣いを頂いた澁谷さん、明るく色々な話をしてくれた杉山さん、志賀高原の話をし

てくれた山崎さん楽しい山行に同行させて頂いて有難うございます。また、機会があればどう

ぞご一緒させてください。 

私も少しずつ色々な経験をして皆さんが参加したくなるような山行計画が出来るようになれば

と思います。 
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テント泊でゆったり恵那山 

記：土屋玲子  

◆ 日程： 令和2年7月31日～8月2日 

◆ メンバー： Ⅼ殿塚、鎌形、大門、土屋 

◆ コース： 1日目： 獨協大学前駅5時半出発～首都高～中央自動車道 飯田山本 ic  

～妻籠宿 ～馬籠宿～ 弓の又キャンプ場 宿泊 

        2日目： 恵那山登山  広河原登山口 7：20 登山開始  10：４５ 恵那山

頂上11：50 下山開始  14：40登山口到着 ～ 弓の又キャンプ場 宿泊 

        3日目： 信濃比叡・園原の里 散策  中央自動車道 飯田 ic ～ 獨協大

学前 16時到着  

 実は出発する2、3日前までは、東北方面に行く予定となっていた。しかし梅雨が明けて

いないため天候が不安定なことと、数日前に東北地方に大雨が降り地盤が心配なことなど

があり、天候などを考慮し急きょ恵那山に変更に。私は行ったことがなく、急いで情報収集

し、わくわくした気分で出発。 

当日は曇天の中出発。車で走っているときも小雨が降りだし、といった天候だったが飯

田に着くころには晴れてきて暑いくらいの天気に。早くに到着したため妻籠宿、そして馬籠

宿の観光に行くことになった。古い町並みの散策は興味深く、楽しいひとときであった。馬

籠宿からは明日登る恵那山を見ることが出来、胸が高鳴りました。 

宿泊地である弓の又キャンプ場はとてもきれいで川が近くを流れ、緑がきれいなキャンプ

場であった。テントを張り、ひと休みしたのち乾杯＆夕ご飯。川のせせらぎと蜩の声を聞き
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ながら朝も早かったので早めに就寝。ここ阿智村は星で有名な場所である。星を見るため

に起きてみたが、月が満月に近く明るすぎるため星が今一つ輝いて見えず残念。でも流れ

星を見ることができて大満足。 

2日目はいよいよ恵那山へ。駐車場から登山口まで林道を30分歩き、登山開始。初めか

らそこそこの急登。樹林帯を登り続ける。なんと鎌形さんは26年ぶりの恵那山登山とのこと。

大先輩なんだな、とあらためて感じる。風もなく暑い。とても暑い。小休憩を取りながら…４

/10 … 5/10 … ８/10 … という標識に励まされながら声を かけあい無心に登る。汗だ

く3時間半くらいで頂上到着！ガスもかかって眺望はいまひとつであるが何とも嬉しい。避

難小屋前の広場で昼食をゆっくりとったあとは下山。来た道をひたすら下りて行く。休憩を

含んで全部で7時間ちょっとの行程であった。たまに見晴らしの良い場所もあったがひたす

ら登る、訓練のような山であった。コロナでなまっていた身体にはきつかったが、この疲労

がなんとも心地良く感じた。 

3日目は近くの神坂神社、帚木館、月見堂など信濃比叡を散策してから帰路に。早めの

帰宅となった。 

お天気にも恵まれ、わいわい楽しい３

日間であった。大先輩の方々とご一緒し

ていろいろな山の話を聞かせてもらい、

山への憧れが更に膨らんだ。遠距離を

運転してくださった殿塚リーダー、ありが

とうございました。 
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         魚野川 万太郎谷 オタキノ沢 

 

L:長田 一樹 会員外                     2020 年 8 月 2 日 

 

茂倉新道駐車場 5:50→吾作新道入り口 6:15→入渓点 6:25→10:40 一の滝 25m11:20→オタ

キノ沢出合 11:25→12:3020m2条斜滝 13:00→14:30ドーム状 50m滝基部→50m滝上部 15:50

→休憩→16:10 最後の滝→ツメ→17:50 茂倉新道 18:10→矢場の頭→20:20 茂倉新道駐車場 

 

前回の三俣沢大岩沢では散々な結果と言うか、体力及び歩荷力に登攀力の低下を歴々と感

じさせられた山行でした。 

そんな状態でオタキノ沢大

丈夫かな？とちょっと不安

になりましたが、梅雨も明

けたし、沢登り 2 回目に行

った万太郎谷本谷の一ノ滝

が途中にあるので、10 年前

の自分と比べるのに打って

付けかと思い直して行って

きました。 

 

茂倉新道 P を 5:50 に出発、

周りは明るいが谷間沿いは

日が射さず、気温も余り高

くない、歩いて身体を温め

てとも思っていたが思った

より上がらないまま、早朝

のスリット堰堤へ突入。 

相変わらず深く、割合強い

流れに戻されそうになりな

がら、首まで浸かって取り

付く。その後はゴーロ歩き

と渡渉の繰り返しで、3×5m

トイ状滝に辿り着く。時間

があればウォータースライ

ダーでもやりたい所だが、

今回は余裕無いので写真も

取らずに素通り。魚留の滝

は釜左側からトラバースし

て左の凹角を登る、最初来た時はココでドボンしたなと思い出す。オキドウキョウのトロ

は寒いのでサクッと右岸巻き、その後の小滝は難しくないのだがヌメリが酷くてラバーで

来た事を若干後悔しつつタワシでクリーニングしながら登るが、5m ナメ滝で落ち口にてク

リーニングした一歩が滑り滝に流されて釜へドボン、左岸巻きでした(汗) 
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少し休んで気を取り直して一

の滝に向かう、11:00 までに一

の滝に着けば登ろうと決めて

いたのだが、先程のスリップ

がトラウマになり巻きを考え

てしまうが誰も取り付いて居

ないし、取り敢えず取り付き

を見てみようと思い、滝の左

側へと歩いて、真下から見上

げていると遠目に見るほど立

っていないし、行けそうだと

踏ん切りついて登攀準備にか

かる。 

滝の音でコールは聞こえ無い

のでロープを使った合図を決

めて、登りだす。 

出だしは悪くないが滝の方へ

導かれるとヌメリもあって、

かなり悪い。クリーニングし

ていたが、ハタと思い出して

左に移動すると残置ハーケン

有り、そちらの方が乾いてい

るし快適、一箇所だけバラン

シーな所があったが、上部で

はカムが効く所も在ったので

助かりました。 

抜けて上部の立ち木にて終了

点作成して引き上げる。あの頃はこんな所を登れるんだろうか？と思っていたが、登れる

ようになるもんですね！ 

少し歩いて、オタキノ沢出合いを左に入り本谷から離脱する。入った直後の短いナメ滝が

思いの外、滑ってビビル、その後 8ｍナメは巻きも出来ないし直登なのだが、どうにもラ

バーが信用出来なくなり、ど真ん中水流沿いに行きたくなる、しかし水流は手や足を突っ

込んでみないとホールドスタンスが解らないのです(汗)上段まで上がったが、左スタンス

が遠いのと左のガス気味カチが悪くて、右足ハイステップで手に足のムーブが起こせない

(大汗)セミになるのは嫌だから、クロモリ薄刃打ち込んで、180 スリングにてワンポイン

トビレイで突破！ 

その後の 2 段 10ｍトイ状は見るからにヌメリそうで左岸側上部を抜ける、20m2 条斜滝が登

場！本日のもう一つのイベントだしカムも持ってきたので、ココは巻かずに直登！後続 P

も追い付いてきたので準備して登攀開始！！ 

出だしが若干細かいが左側のクラックにジャムが決まるので、思ったよりは安定して抜け

られる。カムで 3 箇所支点取れました。クラックのグレードだと 5.7 くらいかな？それよ

り上部の斜度が落ちてきた所のヌメリが酷く支点も取れないので上部のナメた所が緊張す

る。 
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その後の 10m 滝は、斜滝を巻いてきた後続 P に譲って巻く、CS15ｍ滝はココもヌメリ酷そ

うでしたが取り敢えずロープ付けて登る、上部は細かいのと水流脇が滑っているから突っ

張りも出来そうにないので CS の右側から凹角に強引に抜けるカムで一箇所、凹角でクロモ

リ薄刃タイオフで 2 箇所支点取れました。そのまま上部のスラブ滝群を右岸から巻く事に

してロープ出したまま 2P 目に突入、立ち木で終了点作成してビレイする。終わったら沢に

戻り遡行再開。直ぐにドーム状 50ｍ滝が出現！左側にある岸壁も相まって、覆いかぶさっ

て周りをグルっと囲むような錯覚を起こさせるような景観です。上越ですが谷川だなぁと

感じさせる風景だねと相方と共感しつつ大休憩、ココはジグザグに登れば難しくないとの

情報でしたが、濡れたくないのと滑ったスラブ滝を極度に嫌がった結果、判断を誤り右手

のルンゼに突入してしまう、上部で流石に違うと、立ち木で懸垂下降して元に戻り、滝左

側の草付きから登る。ココで１時間近くタイムロスして後続 P に抜かれる。 

 

最近は事前に細かい情報を入れずに来ていたのとイケると云う自分の思い込みが招いたヒ

ヤリハットです。大いに反省。 

 

最後の滝で後続だった P の登攀を待ちながら休憩、最後の人が登りだした所で取り付きへ、

念の為ロープだすが支点は取れず上部でも取れないので肩絡みでビレイ。Ⅲ級くらいなの

でロープ無しでも大丈夫かと思いますが疲れていたら危ないので出したほうが良いかと。 
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最後の滝と言うから後はツメかと思っていたのだがマダマダ小滝が続く、滑って細かい滝

の連続で疲

労度マシマ

シ (汗 )天国

のツメと言

う割には、背

丈ほどの熊

笹を掻き分

けて登って

行く。どうに

も斜度が立

って来て本

当にココで

良 い の か

と？不安に

なるが相方

の GPS のル

ートは外れ

ていないと

の事で強引

にツメると

茂倉新道に到着。後で確認しましたがツメ間違ってました(汗)装備解除して水分と行動食

摂って、ヘッデン用意して降りる。矢場の頭を過ぎた辺りからヘッデン点けて下降する。 

登山道は楽だね等と言っていたが下部に近づくに連れて急になり泥濘んで来て体力と気力

を奪っていく。。。 

一日濡れていた足裏と親指の爪が酷く痛むが降りない事には帰れないので騙し騙し降りて

駐車場に到着。誰も居ないだろうと

思っていたけど車 2 台と 6 人ほどが

未だ居ました。互いに「おつかれさ

ま～」と声かけて帰る準備している

と更に後からもう一人下山してくる

(笑) 

こんな時間なので風呂にも入れず美

味しい物も食べれず、コンビニでち

ょっとした食料買って食べながら帰

る、車中で相方の「こんな時間でも

ゾロゾロ下山してくるのは谷川近辺

だけだよね」という言葉に確かにと

思わず笑ってしまった。 

オタキノ沢は日帰りで行けるし、開

けたスラブに登り甲斐の有る滝が多

数、谷川らしい岸壁の風景など、本

谷の美味しいオキドウキョウのトロ

や一の滝が前菜に感じられるくらい

で、今までのベスト３に入る沢でし

た。 
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苗場山 天空の平原 
記：樋渡 義晴 

◆山行日：2020年 8 月 2日（日） 

◆山行者：樋渡義晴 

◆コース：祓川コース 駐車場～神楽ヶ峰～苗場山 （往復） 

 

たびたび耳目にする苗場山 まだ訪ねた事がない これが一番スタンダートとかいうルートで

登ることに 

 

駐車場に着いたらまだ朝早いというのに車・・車 最近こんな沢山の登山者を見ていなか

ったのでビックリ！ 神楽ヶ峰を過ぎると見えて来た ほぼ水平の巨大な丘 あれか！ 

と思ったらそこから一端下るのだ このまま真っ直ぐ進めれば良いのに なんて思いなが

ら歩くと下り切ったところにはお花畑が広がっていた ワオ- ！！ (^^)/ 

山頂と言ってもそこは平原が広がっている グループ、親子連れ、若いカップル なんか

楽しそうだった  

 

 

また秋の頃に来ようかな～ と思いつつ美味しそうな石清

水を頂いて帰宅した。 
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記：榊原奈歩 

御嶽山（剣ヶ峰） 
山行日：2020 年 8 月 2 日 

コースタイム：7H 

7:05（ロープウエイ）-7:25（行場山荘 7 合目）-8:12（女人堂 8 合目）-9:37（覚明堂 9

合目）-10：15（剣が峰）-10:54（二ノ池山荘本館）-休憩＋サイノヶ原方面へお散歩-11:25

（二ノ池山荘本館）-11:56（覚明堂 9 合目）-12:36（女人堂 8 合目）-13:35（ロープウエ

イ山頂駅） 

メンバー：榊原（1 名） 

 

今年はコロナで行ける場所が限定される、行くにしても感染に気を使い行かねばならない。 

だからこそ、自分が行きたいと思う場所に行こう！去年行けなかった御嶽山を選んだ。  

混雑する土曜日を避け五ノ池小屋の予約が取れそうではあったものの、水が限られること

やトイレの使用、この時期に不特定多数の方と接することは適切でないと考え強行日帰り

にした。 

 

意を決してバス乗り場に行ったら、いつもの年の 5 分の１くらいの人であろうか。賑わい

はなく、みんなマスクをしてダンマリだ。喋っているのは年輩の叔母様 2 人位なものだ。 

まず、検温、受付前にアルコール消毒、バストランクの荷物入れも自身で行う、マスクも

絶対着用・・・。更に小屋に泊まる方には、詳細な書類記入の連絡がされていた。バスは

運転手を含め 12 名程度で少しホッとした。 

 

愛知に住んでいた頃、伊吹山や高山、中央アルプスが遠くに見えていて綺麗だった。山を

始めて 1 年位だったであろうか、御嶽山の噴火が起き、凄惨な映像に衝撃を受けた。それ

から時間が経ちその後友人に御嶽に行こうと誘われたが、どうしてもその時の映像が頭に

あり断った。 

2 年程前か、ふと行きたいと思った。“おいでなさい！”と言われているような感覚だ。 

 

到着してロープウエイに乗る際も更にコロナ対策は続いた。ロープウエイに乗る前に書類

をかかされ、アルコール消毒をして検温ゲートを通る。そして、同じグループ以外は同じ

ゴンドラに乗せない、降りた後にアルコールでゴンドラが消毒される徹底ぶり。行く側も

受入れる側も大変だ・・・。 

 

歩きだし早々年輩の 4 人組の写真をとってあげたら、お礼に小豆の塩飴をくれた。この飴

が登りで役に立った。私は夏山の行動食は割と無頓着な人間だ。大概持って行っても食べ

ずに下山するので、何年経っても何がいいのかわからない。 

 

御嶽山は直登ルート、信仰者が多く登るので白装族に何人もすれ違った。 

出足延々続く階段が足に来る。足の上りが悪い、、、高地に体が慣れていなく、しんどい。

今回の体力では、、、テントを担いで上がる気がしなかった。 

8 合目で綺麗な雲海に出会った。 

8 合目からはガレ場続きだ。所々に咲く高山植物が目の保養になるが全体的に少ない印象、

雷鳥もいなさそうな気配だ。 

9 合目を過ぎると山頂が見えてくる、そして少しずつ噴火の現場が見えてくる。山頂直下

に簡易シェルターが３つと慰霊碑が出来ていた。 

石碑が崩れ、半壊した小屋はそのままと噴火の凄さは痛い程感じたが、山頂は穏やかで亡

くなった方が登山者を見守るような感覚だった。慰霊碑に献花ができひとまずこの場所に

来れた達成感を感じる。自分ひとりで登っているのではない。。。遠くで誰かに見守られて
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いるからこそ一人で登れるのだと。一人で生きているのではない。誰かが見守り支えてく

れいてるから今生きているのだと。目に見えない人の温かさを感じた。  

 

ザックに花を挿して登っていたら、遺族関係者の方とお話が出来て貴重な体験ができた。  

「お花はどちらへ？」と一人の女性が話かけてきた。「慰霊碑に・・」と話をしたら、少し

重たい口を開いて関係者であることを話してくれた。噴火から時間が経ち遺族を失った悲

しみは薄れても、消えることは決してない。だからこそ、大切な周囲の人の気持ちを忘れ

てはならないのだと、あらためて考えさせられた。 

 

8 合目で綺麗な雲海に出会いました！       慰霊碑に献花できました！ 

   
 

山頂も綺麗な雲海でした。         今回行けなかった三ノ池、青いです。 
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北八ヶ岳 

北横岳～雨池山 

（北横岳 2480m） 

                                                            記：畑野 仁美 

◆山行日：令和 2 年 8 月 5 日 

◆山行者：L 浅井祐子・下川賀也・小林いつ子・新島和子・杉山清美・澁谷久美子 

畑野仁美                        7 名 

◆コース：ピラタスロープウェイ山頂駅～坪庭～北横岳～三ッ岳～雨池山~山頂駅 

ピラタスロープウェイ山頂駅～坪庭～北横岳～七つ池~山頂駅 

 

梅雨もようやく明け暑くなって夏山日和、北八ヶ岳は昨年白駒池を散策して以来  

今回は北横岳へ、ここも何年ぶりかな？先ずはみんなで坪庭へ、いつもですが坪庭へ上が

る急坂で心臓がバクバク！なまけた体に堪える～(@_@。 

北横岳への途中で三つ岳グループ（浅井・下川・小林・新島）と北横岳グループ（澁谷・

杉山・畑野）と別れて行動、私たち 3 人はのんびりと歩きます。 

シャクナゲの花がまだ辛うじて残っていました、雪道ではすぐに小屋にたどり着く予定で

すが夏道ではアレ？まだ登り？と当てが外れる～ 

ザックを置いて山頂へ行きかけたとろこで先行の 4 人が降りてきた、それを見送り山頂へ、

残念なことに空はどんよりとして何も見えない赤岳方面もかすんでいる。北方へ移動し蓼

科山が見えただけ、帰りに小屋の下にある七つ池に寄って下山する。 

坪庭に戻り残り半周して山頂駅へ戻ります、坪庭の花を期待していたが遅かったようで何

もありませんでしたが駅付近にハクサンフウロウがちらほら咲いていました。  

 

しばらく来ない間に大きなスロープと喫茶横に展望デッキが出来ていました。  

北横ヒュッテのご主人とも話しましたがやっぱりお客は来ないそうです、一応泊まりは受

付ているそうです、難しいと思いますが良かったら行ってあげて下さい。  

 

去年の骨折依頼あまり山には行けていません、コロナ騒ぎで家に引きこもっているので今

までのように登れませんが、こうして北横岳まで行けたのが良かったです。 

これからもマイペースで頑張ろう！！ 
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近代登山の先駆者「小杉復堂」について  

１、 はじめに                令和２年７月２６日 松浦 剛 

だいぶ前に「越中史壇三十号」昭和四十年一月抜刷と云う小冊子と、同三十二号の「剣岳のあ

けぼの」と云う小冊子を神田古書会館で見つけ購入しておいたが、読まずに放置していた。こ

のコロナ騒ぎで暇に任せて読んでみたが、大変興味ある内容だったので今回要約してみた。「剣

岳のあけぼの」は手持ちの史料で今まで読んだことのある内容であったが、越中史壇三十号の

「近代登山と小杉復堂」に関しては今までの登山史にはない内容で、貴重な資料と思い此処に

掲載します。 

 

２、 小杉復堂の人物像 

江戸時代の安政二年十一月富山に生まれ、九歳で小杉良孝の養子となった。十二歳で藩主前田

利同に命ぜられ、藩主の弟の栄之助の附役となり、後に藩主の父利声公の近侍となり、若くし

て異例の出世をした秀才であった。明治に入り東京に遊学するが洋学の全盛時代に漢学を志す。

明治十五年石川県第二師範学校（後の富山師範学校）の教諭となる。明治三十一年には滋賀県

師範学校の教諭となる。明治三十三年から四十五年まで富山中学校教諭の職にあったが、昭和

三年二月十一日に東京にて七十五歳で病没した教育者であった。明治３６年に門人が書いた復

堂先生の略伝には「先生は良く生徒と高山峻岳に登り、若者の遊惰や弱気に流れるのを防ぐた

めに、高山の神気に触れさせ、心の強さを養わせた。過っては蓮華岳、駒ケ岳、立山、加賀の

白山、飛騨の乗鞍、信州の御岳、駿河の富士山、日光白根山等に遊び、霊を窮め秘を探る」と

記している。復堂遺文の序文には「名山大川を跋渉し以てその志気を振るう」と記され、山登

りが大好きであった事が書かれていると云う。小杉復堂は漢学者であり、漢学的道義感にあふ

れた先生であった様だ。 

 

３、 小杉復堂の登山歴 

日本の近代登山史は明治２６年小暮理太郎の御岳山、木曽駒ヶ岳登山、３１年高野玲蔵の白馬

岳登山、３３年小島烏水の乗鞍岳登山、３５年小島烏水の槍ヶ岳登山、等から始まっているの

で、ここに紹介する小杉復堂はこれら登山者より先駆者となる。「日本アルプスの登山と探検」

を書き、ロンドンで出版したＷ、ウエストンの登山が明治２４年に槍ヶ岳、木曾駒ケ岳、御岳、

２５年に富士山、乗鞍岳、赤石岳、２６年に立山、２７年に大蓮華、笠ヶ岳、常念岳などであ

り、復堂とは前後しており、日本の登山者としては最も先駆的と考えられる。復堂の最初の登

山記は明治１１年の「多枝原温泉より立山に登り遂に蘆蔵にいたるを記す」と題する一文であ

るが、江戸時代から立山信仰が盛んな山なので、特別な登山記とは言えない。これから９年後

には大旅行をしているが、登山記としても素晴らしい。 

明治２０年の大旅行は「東遊目録」と題され、多くの登山記が含まれている。旅行は富山を出

発し、飛騨、信州、松本、甲府、静岡、鎌倉、横浜、東京、日光、上越、新潟、そして糸魚川

から親不知を通り、富山に帰っている。この間で汽車に乗ったのは横浜～東京間と東京～宇都

宮間のみで、後は全て徒歩である。コースは神通川を遡り、平湯をへて梓川沿いに島々を通り

松本に出て、塩尻峠を経て諏訪、甲府、身延山を登り富士川を下る。静岡に出て富士山に登り、

鎌倉を経て東京に入る。東京で遊び後に日光に赴き、日光白根山を登り、金精峠を越え、沼田

に出て三国峠を越え、新潟六日市、長岡、新潟、弥彦山を登る。直江津から糸魚川に出て、親

不知海岸を経て富山に帰ると云う大旅行である。山に対する記録も書かれ、塩尻峠では雲表に

聳える御岳の事を記し、甲州路では八ヶ岳、地蔵岳、富士山の眺望に筆をふるう。そして富士

山登山記も残している。日光では宿の窓から山々を望み「一高峰を望み、二荒山より高く、白

根山との事で此れを登る」と記して山頂からの四辺の山々の眺望に酔っている。 

明治２３年には「白山遊記」を書いている。日本三大霊山の富士山と立山を登ったので、まだ

登っていない白山を目差す。コースは五箇山、白川郷を経て、三方崩山を望み、谷川を遡行し
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地獄谷を見て大雪渓にさしかかり、雪渓の状態を細かく描写し、這松を分けて室にたどり着く。

その夜は大雨で、翌朝御前・大汝山登頂、雲の為に眺望は得られず、ブロッケンをみて下山し、

白山神社に詣でて天田峠を越えて帰郷している。天田峠では「我が越の立山、蓮華、の諸峰が

雲表に聳え、我を迎える如し」と登山者としての気持ちを記している。 

明治２４年には「乗鞍御岳遊記」を記している。先の東京への途中で飛騨の平湯に泊り、乗鞍

岳が近い事を聞いており、８月にたまたま暇が出来たので乗鞍岳と御岳の登山を計画した記さ

れ、平湯から大野川を越え、猟師を雇い乗鞍岳山頂を極め、富士、御岳、白山、立山の大観に

酔い感激している。（目の前には穂高の大観が見えるが、知識が無いと見え、記されていない）

つずいて御岳を目差すが、案内の猟師が道を知らないと尻込みするが、復堂は猟師を励まし「道

をまちがっても責任は問わない、露営も辞さずにがんばれ」と叱りつけ、自ら先頭に立ち森林

に踏み込み進むと、無事に高根部落にたどり着く。猟師が「都の人は険しい山は不慣れだと思

っていたが、山人以上に山を知っていると」と驚いた様子が記されている。高根部落から黒沢

を経て御岳登頂を極める。山頂から乗鞍、富士、立山、白山など過って登った山々を眺め「友

に出逢って一杯飲んで語るような気持ちだ」と感慨にふけっている。飛騨側の落合温泉に降り、

高山を経て帰郷している。「私はまだ一事を成してはいないが、ただ山岳登山に関しては人に勝

っていると思う。今また此処に二つの岳に登り得たので、同好の人の為に此処に記す」と結ん

でいる。 

明治２８年には「遊大蓮華山記」が書かれ、「大蓮華山（現名は白馬岳）は海抜一万尺、実に吾

州の山の宗である。しかるに立山だけは有名で、登山者もあるが、大蓮華は人が余り知らぬ。

そのわけは昔、藩が入山を禁じていた為であろう。又近時測量の者も険を避けて信州側から登

っている。自分は天下の高山に相当登った。しかるに大蓮華はまだだ。遠くの山ばかり登って

いたが、近くの素晴らしい山に登っていないので大蓮華を登ろう」と所信を述べている。此処

にも出ているが、この時代まだ日本の山岳地図は出来ておらず、山岳の測量中であった。白馬

岳の三角点建設測量隊が登ったのは明治２６年で、復堂より２年前である。日本アルプスの地

図が完成したのは明治の末頃で在り、復堂はまともな地図も持たず、猟師と共に歩いて登って

居たのであろう。 

８月１６日に復堂は友人２名と共に白馬岳登山に出発し、黒部川下流の船見の町で人夫４人を

雇い道案内をさせ登山を行った。登山コースは黒部川を遡り、黒薙温泉より黒部川と別れ黒薙

川に入り北又谷を登り、柳又谷に入りこれを詰め、深曽谷に入り、これを詰めて猫躍場に出て

清水岳に泊るのであるが、中々厄介なルートである。大正元年に発行され、大正４年に改定さ

れた白馬周辺の地図を持っているが、柳又谷は奥に入るとゴルジュ帯となり登山が困難なので、

その手前の谷から入り尾根に出て猫又山と清水岳の鞍部と推定される猫躍場に出たと思われる。

その夜は暴風雨であったが、翌日は晴れて、目の前の白馬岳山頂に達した。何もかも忘れ、憧

れの山に登り得た喜びを記している。下山はもと来たルートをたどり、船見の町に戻り魚津を

とおり富山に帰っている。大正１１年発行の地図を見ると、復堂パーテーが登ったルートが赤

点線で記されている。 

  
    白馬岳周辺の山々       明治２６年測量隊の為の白馬小屋の建設 
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上高地にはイギリス人、ウオルター・ウエストンのレリーフがあるが、上高地の山開きはこの

レリーフの前で行われる。Ｗ・ウエストンはこよなく日本の山を愛し、「日本アルプスの登山と

探検」「極東の遊歩道」と云う本をロンドンにて出版し、北アルプスと南アルプスを世界に紹介

してくれた登山家で在り、キリスト教の宣教師でもあった。 

ウエストンとほぼ同じ時期に復堂は高山を登っており、日本の登山の先覚者と言える。 

        
ロンドン発刊初版本の表紙  「日本アルプスの登山と探検」英文初版原本見出し。 

田部重治氏は小暮理太郎氏と東京帝国大学の同級生で、共に登山好きで明治大正と日本の登山

開拓期に活躍した登山家であるが、田部重治氏は復堂先生の教え子である。 

昭和３９年発刊の田部氏の自叙伝「わが山旅五十年」には山好きな恩師の項目があり、、明治３

１年、中学２年の遠足旅行の事が記してある。「白山の真っ白な姿を遠望した。一行の先生たち

の中に小杉復堂という漢文の先生が居て、この山の事について私たちに話したのを覚えている。

この先生はすばらしい学者だという評判が学生たちの間にあったばかりでなく、大変な登山家

であるという噂を聞いていたが、先生が山の事に触れたのがこの時初めてで、教室では何も言

わなかった。最近私は先生の遺稿を読んで、当時としては破天荒の登山家かつ旅行家だったと

思っている。」と記して、復堂の旅行登山歴を紹介している。身近な田部氏も昭和３９年頃まで、

復堂先生が大変な登山家であった事にきずかなかった。復堂先生は厳しい漢学者で教育者であ

ったので、公私のけじめをつけ、教室で登山の話をすることは無かったのであろう。田部氏も

通学の途中に先生の家が在った様だが、厳格な先生の家は訪問できなかったと記している。田

部氏も長く大学の教授をした教育者であった。田部氏には「日本アルプスと秩父巡禮」という

名著がある。この本は後に「山と渓谷」という題名で発行されている。 

 

雲取山には田部氏の登山家としての功績と、秩父を広く紹介した功績でレリーフが建設されて

いる。 
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    昭和３９年初版本             大正８年初版本 

越中史壇３０号「近代登山と小杉復堂」の著者は、昭和３２年立山黒部文献目録を編纂した際

に、復堂遺文に関しては特に解説し、「アルピニズムに先駆けて,かくのごとき登山家があって、

かくのごとき文学を遺してくれたことは特筆せねばならぬ。」と書き添えたと記している。 
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三本槍・朝日岳・茶臼岳 
                                                 記：森 律

子 

実施日：2020年 8 月 9日 

メンバー：鈴木勝、松田弘、榊原、森り 

コースタイム：8：00 峠の茶屋→10：40 三本槍岳→12：00 朝日岳→13：26 茶臼岳→14：43 峠

の茶屋 

 

  

 ここ２～３年諸事情があり近くの

里山に行くことが多かったのですが、

また色々な山に行けるようになりま

した。 

でも体力的な問題が・・・ 

 というわけでトレーニング登山を

計画しました。 

当初は三本槍と朝日岳を計画してい

ましたが、メンバーの足並みもそろ

い、100 名山の茶臼山に行ったこと

が無い松田さんにお付き合いし、オ

プショナルで茶臼山へ 

コースタイム休憩含む 6：37 

距離 12.5km 登り標高差 1053ｍ 

久しぶりの標高 1000ｍ超え！雄大

な山の景色を堪能しました。 

晴れの天気予報が山に入るとたちまち雨模様でしたが、森林限界の直射日光を浴びながら歩く

より風も吹いていてむしろ快適な山行となりました。  

 下山後に汗を流すのに温泉を探しましたが、雲海閣に行きました入浴料 400 円でリーズナブ

ルでしたが、かなり怪しいたたずまいでしたが、常連客らしき人が結構入っていました。 

 乳白色の硫黄泉でお湯は

良かったですが、洗い場も

ドライヤーも無いので汗を

流すだけでした。 

それでもべた付く汗を流せ

てスッキリ！道も混むこと

なくスムーズに帰ることが

できました。 

 トレーニング登山にお付

き合いいただいた皆様あり

がとうございました。 

いつかコロナが終息したら、

北や南や中央アルプスを泊

りで縦走したいです。 
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栃木足尾の松木沢 
記：樋渡 義晴 

◆山行日：2020年 8 月 9日（日） 

◆山行者：樋渡義晴 

◆コース：銅親水公園～ニゴリ沢出合 （往復） 

 

目的はニゴリ小屋を見つけることだったのですが ・・・・ 探し当てられず ・・・次回の

宿題になってしまいました。 

 

銅親水公園を発ちしばらくすると皇海山の標識が現れる というかこれが最初で最後の標識 

とても一般向けのルートとは思えない 沢靴に履き替えて渡河する事 ・・ 10回ぐらいまで

は覚えたいたけど途中で忘れってしまったぐらい 沢を右岸へ左岸へと渡る  

 

水の中をジャブジャブ は気持ち良いのだけど大岩だらけの沢を進むのは確かに面倒だな～と

思ったら眼前に皇海山がドッカリ (^_^) 

 

 

 

次回はこのルートから国境平経由皇海山に行ってみようかなと思う でもその前にニゴリ小屋

を見つけねば！！ 
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日光丸山 （１６８９ｍ) 

                                記：小の寺 英子 

 

山行日･･･2020 年 8 月 11 日（火） 

参加者･･･Ｌ和田・阿部・山本・黒澤・小野寺 

コース･･･独協大学前 6：00＝＝外環道＝＝東北道＝＝日光有料道路＝＝霧降高原 8：30 

霧降高原登山口 8：45･･･小丸山 9：55･･･丸山山頂 10：37～10：50･･･八平ヶ原（やっぺいがはら） 

11：30･･･駐車場 12：35=＝大笹牧場＝＝鬼怒川温泉＝＝草加 

 

 梅雨明けて猛暑の中、高原の空気を吸いに出かけた。例によって高齢者だけのメンバー 

私は丸山は初めてだが赤薙山には数回登ってた。でも小丸山迄の天を突くような天空回廊と言

われる階段には記憶が全く無い！ 

何時からこの階段は出来た？？小丸山展望台迄

１４４５段の厳しさ、

気持ちが一度に萎えて

しまった。始めは皆で

巻道を歩くが、すぐに

元気な二人が階段を歩

き始めた。山本さんは

ここでお別れ。二回ほ

ど巻道を歩き、私が後

を追った。避難小屋で先の二人が待ってて呉れた。何度も休みなが

らヘロヘロで登り切った。黒さんも避難小屋から巻道を下りるのが

見えた。 

中学生らしい１０数人が空身で２往復駆け足で登り下り、最後にリュックを背負って元気に登

って行った。引率の先生が赤薙山まで行くと言ってた。若いって本当に凄い！！ 

私たちは小丸山分岐からやっと山らしい感じだ。すぐに緩い下りに入る。 

雨の後で滑り易い所もあり、久しぶりの山歩きに慎重になる。後は登り続けて最後の滑りやす

い急な岩場を登り切って山頂に着いた。日影が欲しい暑い頂上で昼食にする。 

下で待つ二人との連絡を済ませ、八平ヶ原に向けて下山する。足場の悪い急降下だ。 

この辺りは「ネットで２月に滑落死の事故現場」と出てた所だ。慎重になって歩き続けた。 

後は笹の原っぱに出て八平ヶ原だ。結構長い時間広い高原を歩き続けた。 

レストハウスへの分岐から又、きつい下りがあり、バイクの轟音や橋が下に見え隠れしてやっ

と二人の待つ駐車場に着いた！意外と時間がかかった。 

待ってたお二人は涼しい高原の風に吹かれて携帯の勉強が出来たよ～と、気遣って呉れた。 

帰りは時間も早いので、大笹牧場に寄ってソフトクリームを食べ、木陰でのんびり昼食を済ま

せたが、心地よく眠くなるほどだ。沢山の家族連れやカップルで賑やかだった。 

目標の薬師の湯だが、住所を書かされた挙句混んでる･･･と愛想無し！此方からご辞退させて頂

き帰って来ました。川治・鬼怒川と通過して今市インターから草加へ着いた。 

久し振りに山登りの感じで良かった。この先の山の計画に繋がって行けそうです。 

とても楽しかったで～す。皆さん有難う御座いました。 

  

天空回廊 
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橋倉沢 

記 ： 岸野 

 

日  時：令和 2 年 8 月 11 日（火）8 時 30 分〜14 時 00 分 

天  候：晴れ 

メンバー：L 沼田、岸野、会員外 1 名 

橋倉川ダムの記念碑周辺駐車場→ 9：00 入渓→ 第一ゴルジュ→第二ゴルジュ 

→第三ゴルジュ→ 二俣すぎた林道→14：00 駐車場 

 

 

 今シーズン最初の沢登。天気も良く、沢日和でした。 

 駐車場から民家の脇を抜けて、堰堤に到着。ここから懸垂下降で沢に降り、入渓！久し

ぶりの懸垂下降にちょっとドキドキしました。快適に沢を遡行し、水が気持ち良い。 

 ４ｍの滝ではロープを出してもらい、苦戦する。岩のトンネルやスリットゴルジュ、そ

そり立つ岩壁など、景観も楽しめる沢でした。 

 ツメもなく、すぐ舗装路へ出られるので、らくちん。そのまま道路を歩いて駐車場へ。 

夏はやっぱり沢がいいですね！ 
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          剱岳 八ツ峰→源治郎尾根 

L:長田 一樹 会員外                   2020 年 8 月 14 日～16 日 

 

8/14 扇沢 P6:45 電気バス乗車 8:00 室堂 10:00→雷鳥沢→11:50 劔御前小屋 12:00→12:30

剱沢→真砂沢ロッジ 14:45 

8/15 真砂沢ロッジ 5:05→6:00 源次郎尾根取り付き（間違い）撤退開始 8:00→平蔵谷雪渓

9:30→正規取り付き確認 10:30→12:05 真砂沢ロッジ 

8/16 真砂沢ロッジ 5:00→7:40 ハシゴ谷乗越→7:50 展望台 8:00→9:40 内蔵助平→11:00 内

蔵助谷出合い 11:10→11:55 黒部ダム直下の橋 11:55→12:40 黒部ダム 

 

今年の夏も北アルプス穂高近辺に入ろうかと思っていましたが、群発地震の影響か？屏風

も穂高あたりも落石がかなり溜まって脆くなっていると聞き、沢登りも考えたが丁度良さ

そうな沢を見つけられない。コロナ渦で余り無茶は出来ないので普通に登山も考えたが、

相方は北アを結構歩いていて一般ルートは踏破済みが多く悩みました。 

 

最終的には剱岳の概要を把握するべく、当初は黒部ダム－内蔵助出合い－内蔵助平－ハシ

ゴ谷乗越－真砂沢－長次郎谷－八ツ峰－劔－前劔－剱沢－真砂沢－剱沢－劔御前－立山三

山－室堂の予定でしたが… 

 

自分にとっては初めての立山黒部アルペ

ンルート！！先週入った知人からの情報

ではガラガラとの事だったので、ゆっく

りご飯食べてトイレ行ってなどと考えて

いたが、6:00 時点で既に荷物持って並び

始めている（汗） 

取り敢えず慌てて用意して 6:40 くらい

に並ぶが前には 100 人くらい居そうな感

じ、席数は決まっていてコロナの影響で

満席にしないので、当初予定していた始

発に乗れない可能性が大きくなる。初め

て通るルートなので状況を把握していな

いのと、最近はマシになったが数年前は

かなり悪かったと聞いていたので、始発に乗れないなら反対周りに変更して室堂からの立

山三山もカットとなりました。 

結局、始発は見送りになる。コロナ装備と日焼け対策で銀行強盗覆面状態にて室堂に降り

立つ、初めて見る牧歌的でヨーロッパアルプスのような風景にテンションが上がるがやは

り観光地、上高地と同じで人工物が多い事に気がつくとテンションも下がり始める。。。 

4 月にスキーで泊まるはずだった雷鳥荘を通り過ぎ下降してから登り始める、登り始めは

苦しいがペースを掴み出したら、あとはコツコツと歩を進めて劔御前小屋に到着、休憩し

ながら相方が標高差見ながら、「立山三山いけたなあ」とボソッと呟く(笑) 

立山に登っていないのは俺なのだが（笑）  
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気を取り直して剱沢に向けて下降して、

真砂沢目指すが剱沢小屋に寄らずに行

こうとして道を外してしまい一旦小屋

に戻り仕切り直す。 

剱沢雪渓、有るには有るが崩壊してい

て最初から乗る気になれないので右岸

側の夏道通しで歩いていくがココまで

の道と違い神経使う道なので、ココか

らはほぼ CT 通り。途中何回か雪渓を渡

り長次郎谷と出合いが崩壊しているの

を確認して嫌な予感がする。真砂沢ロ

ッジが見えたがテントは一張！？嫌な

予感が膨らみながら到着して受付して

聞くと、やはり先週の山の日には長次

郎谷には入れなくなっていたようです。

何事も下調べは大事（汗）平蔵谷は大

丈夫だから源次郎尾根は行けますとの

事だったが源次郎に関しては何も事前

情報が無い、ココで小屋番さんに取り

付きくらい聞いておけば良かったのだ

が GPS あるし目星付けた箇所があった

ので何とかなると思ったのが間違いで

した。 

 

4 時起床 5 時出発、取り付きと勘違い

していた箇所に 6 時過ぎに到着、何か？隣の尾根に人がいる何処のルートだろうと？呑気

な発言をしていた自分達をコンコンと説教したい。 

 

ザレも草付きも踏み跡が無く変だと思いつつも

正常バイアスが働いていたので目の前の草付き

フェースに引き込まれ登っていくのだが、どう

考えても？4 級ある感じで、アプローチシュー

ズでザック背負って登る感じではない、クライ

ムダウンも難しくなって来たが懸垂支点になる

ような物は何も無いので、ある程度登って左右

何方かに移動して懸垂する事にする。上部の傾

斜が緩んだ所で右手側のルンゼ状に移り、もう

1 ピッチ伸ばしてみたが、やはり悪いは脆いは

で敗退を決める。残置支点は皆無なので立ち木

に捨て縄を利用して雪渓に復帰、もう一度地形

図で確認すると隣の尾根と思っていたのは源次

郎尾根の支尾根で、上部で合流する事が判明、

時間的に無理だけど悔しいので取り付きだけで

も確認するために登ってみるが今ひとつ？！取

り敢えず帰ってから答え合わせする為に、写真

と GPS ログと座標を確認してテン場に戻り小屋

番さんと話しているとやはり間違い、真砂沢か
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ら行くとかなり平蔵谷側に回り込んで取り付く感じになるようです。ハシゴ谷乗越の道の

状態を聞くと前小屋番さんが整備していなかった為、荒れていたようですが今の小屋番さ

んに変わってからは、「整備進めている最中ですが普通の登山道になっています。」との事

でしたので安心してハシゴ谷乗越経由で帰る事に決める。 

 

4 時起床 5 時出発、ハシゴ谷乗越へは左岸側から

橋を渡り右岸に移ったら少しだけ上流に戻って

登り出す。割と急だが登山の身体に戻りつつある

ので初日よりは楽に感じて嬉しく思う、そしても

う一つの御褒美はハシゴ谷乗越から剱岳東面を

真正面から見られる事です。剱沢や早月尾根、赤

谷山から見る剱岳も良かったのですが、コチラか

ら見ると八ツ峰に三ノ窓雪渓、左手には剱沢雪渓

が広がりゴツゴツと尖って岩らしい様相が際立

ちます。乗り越すと今度は黒部別山が近付いて来

る、内藏助平に向かい降り始めると右手側に一昨

日登れなかった立山からの雪渓が見え、更にコレ

から降りる内藏助平が緑の広場を広げているの

が解る、期待に胸膨らませて降りると実際は草原

でなく背丈以上のヤブなので見晴らしはそれ程

良く有りませんでしたが水は豊富で綺麗でノン

ビリ出来そうな良い所です。そのまま内蔵助谷沿

いに下ると今度は左手に別山が出てきて北峰・南

峰と大タテガビンが見えて写真を撮るのに忙しい（笑）丸山東壁はチラチラと見えるがカ

メラに収まる場所に行けない、内蔵助谷出合い着くと丸山東壁の全容がカメラに入るよう

になり、撮影会と下ノ廊下の水平歩道へ続く道を少しだけ入ってみたりする。内蔵助谷の

水は綺麗だったが黒部ダムの影響か？黒部川の水はお世辞にも綺麗とは言えない。出合い

からはその黒部ダムを目指して左岸側を進む。標高も下がってきて全国的にも気温が上が

っている今日はココの歩きが一番辛かったです（汗）もくもくと歩いていると黒部ダムが

いきなり現れて放水の飛沫が涼し

く感じる。暑さでかなりバテてき

てしまったので後少しだが日陰で

パンと水分補給して最後の上りを

登り出す。途中作業小屋で一服し

ている人達に励まされ、漸く車道

のような広い道に出ると電気バス

の発車アナウンスが聞こえてくる、

要塞の様な扉を開けて入ると、酷

暑から一転して天然のクーラー状

態になる。  
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入ったところに手洗いと便所がある

ので迷惑にならない程度に顔や頭に

手や腕を洗って身を整えてバスへ！ 

扇沢では「くろにょん」がお出迎え

してくれた。ほんの一時間前は自然

の奥深くに入っていた気がするのに

イキナリ社会に戻ってきた感じで何

とも浦島太郎状態というか不思議な

感じでした。トンネルと乗り物と云

うのは改めて便利だなと感心した次

第です。薬師の湯で汗流がしてテホ

ンウ穂高店でお腹を満たしてから埼

玉に戻りました。 

 

今回、登頂や登攀らしい事は出来ませ

んでしたが、登山の楽しみを再確認出

来た良い山行でした。最後にハシゴ谷

乗越経由の剱岳は超おすすめです！！ 
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ヤチキ沢 

記 ： 岸野 

 

日  時：令和 2 年 8 月 15 日（土）8 時 30 分〜14 時 30 分 

天  候：晴れ 

メンバー：L 沼田、岸野、会員外 1 名 

サントリー白州工場脇から奥へ入り、駐車する。8：30→入渓 8：50→ツメ開始 12：30→14：

00 駐車場 

 

 

 南アルプスの沢へ！車で現地に近づくと、南アルプスと八ヶ岳が見えて、テンション上

がる！ 

車を停めて準備をしていると、現地の人がきて「クマが出たから気を付けて」と声をか

けてくれる。今年はどこの山もクマの出没が多いよう。歩き始めると河原でキャンプして

いる人や、ボルダリングをしている人に遭遇。その横を通り過ぎて入渓地点へ。 

遡行開始。南アルプスの水はさすがに冷たい！！でも綺麗！！ナメが多く、スラブが苦

手な私はビビりながら苦戦する。滑るかなぁと思いながら、なんとか進む。そんな中、沼

田さんはスイスイ登っていく。うらやましい。どうしたらそんなに簡単に登れるのか…。

そして、花崗岩で岩が脆いため、気を付けながら登る。暑い日で滝に打たれて遊びながら、

快適に遡行できた。 

ツメは不明瞭という情報だったが、うっすらと踏み後あり。今回はピークを踏まず、そ

のまま下山する。下山はなかなかハードで、GPS を頼りに急な尾根を下る。林道に出たら、

ほっとして、少し歩いたら駐車場に到着。 

今回もまたまた楽しい沢登りでした♪ 
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  薬師岳～観音岳からの地蔵岳！！！  

記 松田（弘） 

山行日 2020 年 8 月 16 日、17 日 

 

メンバー L 松田（弘）、鈴木（勝） 

 

16 日 草加 5：30～ 新郷 IC～ 甲府昭和 IC～ 夜叉神峠登山口 8：42～ 夜叉神峠 9：52

～ 大崖頭山 11：29～南御室小屋 14：16 テント幕営 

 

17 日 南御室小屋 5：03～ 砂払岳 5：46～薬師岳小屋 5：55 薬師岳 6：16～観音岳 6：40

～ 赤抜沢ノ頭～7：33 観音岳 9：44～ 薬師岳 10：07～ 薬師岳小屋 10：13～ 砂払岳

10：23～ 南御室小屋（テント撤収）11：01～ 大崖頭山 13：17～ 夜叉神峠 14：17～ 

夜叉神峠登山口 15：09    

 

 

かなり久しぶりのテント泊、自宅で準備をして背負ってみるとかなり重い！ 歩けるのか不安。

薬師岳、観音岳は去年、冬の時期に計画しましたが天候が悪くて断念しました。 

今回、初めて行くので楽しみにしていました。 天気は晴天、登山口から入り樹林帯を歩く、 

ひたすら登りで、風もなく汗だくになりながらゆっくりと行く、 夜叉神峠に着くと、北岳が

見ることができた。南御室小屋まではまだまだ登りがあり、かなり疲れました。着いた時はほ

っとしました。 テント場に着いて越冬ビール 300 円 購入して飲んだビールはとても美味し

かった。 明日の相談をしながらのんびりと過ごす、観音岳までの予定だったのを翌朝早く起

きて地蔵岳まで行く事になった。 翌日は身軽で登りかなり楽だった、 薬師岳小屋を過ぎる

と稜線に出る、ひらけて素晴らしい景色が見られた。 雲海の上に富士山とても良かった。          
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北アルプス 五竜岳 
記：樋渡 義晴 

◆山行日：2020年 8 月 16～17日 

◆山行者：樋渡義晴 

◆コース：ゴンドラ乗場～五竜岳（往復） 

 

五竜岳に立ち昇る天の川を撮影しよう！  

願いかなって満天の星空 宿泊の登山者も皆で美しい空を眺めている しばらくすると 

一人二人といなくなり夜も 9時を過ぎるとベンチには私だけ この夜空を独り占め!! 

 

遠見尾根っていつ来てもいいなあ  と思って歩いていたら「天空への道」を見つけた！ 

 

 

 

また来よう。 次は秋かな 冬かな！！ 
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八方池（2070m）・栂池自然園散策 
記：兼堀 善和 

 

・山行日 ８月１９日（水）～２０日（木） 

・参加者 Ｌ兼堀（善）・兼堀（恵）・小野寺・和田・澁谷・畑野（仁） 

・コース 車 獨協大学前 5:30～9:15 ホテルグレース白馬 

     八方駅ゴンドラ 10:00～リフト２本～10:30 八方池山荘～12:30 八方池 12:50 

          ～14:25 八方池山荘～15:00 八方駅 

 

ちょっと遠いが行ったことがない八方尾根に日帰りでチャレンジ計画し、参加者募集した

ところ５名の希望者あり６名で行くことになったが、参加者から日帰りはドライバーにか

なり負担だし、もったいないから一泊にしたらとの意見で、白馬ゴンドラ近くのグレース

白馬ホテルを仁美さんが探してくれたので、八方尾根の翌日スケジュールも考えながら草

加を出発、天気快晴のなか道路もすいていて予定より１時間早くホテルに到着、ホテルで

ゴンドラとリフトの割引券を購入して、歩いて５分のゴンドラ乗り場からゴンドラに乗車

なかも密封で暑い、汗がタラタラ８分程度で兎平に、ここからリフト２本乗り継ぎ八方池

山荘に到着した。 

 

いよいよ散策スタート、高山植物・花の種類も多く人も結構入っていた、家で調べた山頂

気温だと 22 度程度と出ていたが、日差しが強くもっと気温高いな、石神井ケルンをすぎ第

一ケルンまで来ると、やっぱり眺めがいい鹿島槍ヶ岳・白馬三山・唐松岳、最高暫く家で

モンモンとしていた自粛気分開放気持ちいい、もう少しで八方池だ、到着後素晴らしい景

色見ながら２０分程度ボーとしていた、帰りも急がずのんびりと八方駅にリフトとゴンド

ラで降りてきた。 
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暑くてみんなでかき氷食べたいなと途中探して漸く食べられたが、ホントに美味かった、

生きてきてよかった、ホテルの夕食も釜飯はじめ全部美味かった、おまけにＧｏＴｏトラ

ベルが利用出来ると書類一式渡され一人３５％帰って来ることにラッキー。  

 

翌日はみんなの希望で栂池自然園に行く事に、リフトとロープウェイ２５分程度かけて  

自然園駅に到着、多くの花を観賞しながら自然園をゆっくり散策して１３時頃帰路に着い

た。 

久し振りのストレス発散も出来た花散策山行に同行頂いたメンバー有難うございました。  
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山行報告 ～ 2020 夏 ～              記：浅井祐子 

 

2020.6.24(水) 赤城山/覚満渕散策と花の古刹「吉祥寺」 

L. 浅井ゆ、兼堀善、下川、澁谷、小林、新島、大門、八並、福田、 

草加 5:30 = 赤城山/神社参拝と覚満渕散策 = 川場村「吉祥寺」 = 草加 16:30 

 憎きコロナウィルスのせいで約 4 カ月間の停滞。ようやく例会開催となっても 2 部制が何と

も寂しく、計画が出る気配なし。それならもう何処でもいいから、まずはみんなで 

出かけよう!! が、しっかり梅雨のど真ん中。黒檜山登山口は濃い霧雨であえなく断念。 

赤城神社の鯉をからかった後、いっちゃんお勧めの花の美しい「吉祥寺」へドライブ。 

 思いがけず沢山の花々を楽しんだ。 (因みに「吉祥寺」は、きちじょうじと読みます)  

 

2020.7.15(水) 霧ヶ峰八島湿原 

L.浅井ゆ、下川、杉山、芳野、澁谷、新庄、 

草加 5:30 = P9:15 - 八島湿原周回 – P12:30 = すずらんの湯にて車山組と合流 = 帰路 

 相変わらず梅雨真っ只中。霧ヶ峰に向かうという兼堀氏はチャレンジャ-だ。キスゲを期待し

て 250kを突っ走る。が、期待以上に夏の花が沢山楽しめ、感慨深い一日になる。 

 

2020.7.18(土) みなかみ諏訪峡散策とカヌ-ツア-  

L.浅井ゆ、浅井て、小林、松田武、出口、山本、小野寺、兼堀善、 

草加 6:00 = 水上/諏訪峡散策 9:00-1030 =11:00～14:00 奈良俣湖カヌ-ツア- = ♨ =帰路 

 時に視点を変えて自然に触れあおうとカヌ-に挑戦。北海道ですでに経験してる先輩方に付き

合って頂き湖面の涼しさに癒されるひととき。至仏山や笠ヶ岳も普段見られない方角から望め

歓声を上げる。厳密には「カヤック」と呼ばれるスタイルのカヌーでとても安定感があり不安

無く湖上散策が楽しめた。今後はラフティングやキャニオニングも楽しんでみたい。まだまだ

楽しい遊びが一杯あるのだね～!! 

 

 



56 

 

2020.7.26-27 志賀高原/志賀山   

L.浅井ゆ、下川、杉山、山﨑正、遠藤、渋谷、 

7/26(日) 草加 5:30 = 吾妻峡散策 = 渋峠にて昼食= 志賀山悪天断念 = 15:00 宿  

7/27(月) 再度悪天の為断念 = チャツボミコケ公園散策 = 八ッ場ダム見学 = 帰路 

 夏空を期待して計画したが梅雨まだ明けず。が、どんな天候でも面白がってくれる 

仲間らとの旅はいつもながら楽しい! 標高 2000m の高さを走る草津志賀高原のパノラマ道路の

ドライブもお馴染の山々が望め歓声があがる。悪天時の予備行程に隠しておいた 

「チャツボミコケ公園」散策が思いのほか良く、春に完成した八ッ場ダムも印象的だった。 

 

 

 

2020.8.5. 北八ヶ岳 /北横岳～三つ岳 

L.浅井ゆ、下川、新島、小林、杉山、澁谷、畑野仁、 

草加 = ロ-プウェイ 9:10出 – 北横岳 10:25 – 三つ岳 11:45 – ロ-プウェイ 13:20 = 帰路 

 日帰りでは少々勿体ない八ヶ岳ではあるが、今日も長野へひた走る! ようやく長かった梅雨

が明け、夏空の下に飛び出したいみんなの気持ちがひしひしと伝わって来るようだ。 

北横岳～坪庭コースと北横岳から三つ岳、雨池周回コースの 2組に分かれ各々に満喫。 

北八つはほぼ雪の季節しか歩いたことがなったので、北横岳が実に新鮮! (登頂の度に強風でそ

そくさと下山した記憶) 三つ岳も開けた雪原を進んだ記憶しかなく、大きなゴロゴロした岩場

だったとは! が、この岩場が私には超楽しくてリピート必至!! 

 山頂駅で合流し今度は雪の無い麦草峠を観たいというリクエストに応えるべく、あえて

R-299をドライブし、夏の花々や緑濃いカラマツ林を楽しみながら帰路につく。 

 

2020.8.20. 日光白根山 

L.浅井ゆ、新島、出口、大門、下川、杉山、 

草加 = 丸沼高原 ++ ロ-プウェイ山頂駅 8:50 – 白根山 11:00～20 - 往路下山 – 13:15着 

 連日の酷暑、標高があり涼しくて手軽な山は…?で、日光白根山を選択。使える物は何でも使

って少しでも高い処からの出発。 暑さを覚悟して臨んだが、森林限界を抜けた後の山上は涼

風が気持ちよい。日光連山と中禅寺湖、至仏や燧ケ岳、上州武尊や遠く浅間まで望めた。今年

の夏は山上での泊りがままならぬが、こうして日帰りでも何とか夏山を味わえて感慨ひとしお

である。 
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登山の大衆化と昭和２年の「白馬岳団体登山」     
１、はじめに                 令和２年７月２７日 松浦 剛 

昭和２年７月１２日、信濃毎日新聞社が以下の様な新聞広告を出した。 

＊団員を募集します。山霊の息吹を吸うて「白馬岳登山」 

＊定員：１００名・会費：７円３０銭・申込：会費を沿えて本社白馬岳登山隊係宛へお申し込

み下さい。 

＊日程：７月２３日～２５日、２泊３日（２３日：午後３時半までに明科駅へ集合し、車にて

四ッ谷に到り１泊。２４日：松川に沿って二股、猿倉小屋から白馬尻で昼食、白馬尻より大雪

渓へ、お花畑を見て山頂へ小屋泊。２５日：小屋を出て白馬鑓温泉で昼食、その後猿倉から四

谷へ帰る） 

 

２、地元の準備と歓迎 

この募集は２～３日で満員になってしまい、新聞には大きな見出しで「白馬岳登山団満員締切」

と書かれ、大変な人気であった事が新聞紙上に書かれている。１００人募集だったが、結果的

に新聞には「一行１２０名勢揃いし登山口である四ッ谷に向かった」と記されている。またコ

ースも登山者の希望が多い白馬大池～天狗原～森上口下山ルートが追加され、山頂小屋からは

白馬鑓温泉ルートと大池ルート２パーテーに分かれて行動し下山すると記されている。 

 

地元の歓迎ぶりも大変で、大町警察署長や大町営林署長などが登山道の視察整備、往復の自動

車の手配、旅館の手配とサービス安全など協力してくれたことが、新聞記事に載っている。ま
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た新聞記事は、地元北城村の村長松澤氏談として「白馬岳の登山者は大正３年には僅か１００

余名ほどだったが、大正１５年には驚くなかれ、７０００人と一躍増加している。白馬岳は登

山の容易さと、趣味に富んでいるので年々登山者は増加するものと思われる。私は白馬岳の面

白みを一人でも多く味わってもらいたく、村民一同と心を合わせているが、今回の登山団は当

村としても非常に喜ばしい事で、当日は役場員は無論村内有力者も、心からの歓迎を試みる考

えで在る」と語っている。 

 

大町営林署長は「白馬岳のお花畑は、全く見事なもので、何人と云えどもお花畑を見れば、必

ずその美しさに恍惚とするであろう。しかしその美しさに見とれて、折り取る事は絶対に禁物

である。白馬岳一帯は官有林でありなに一つとっても、取り締まりに触れるので、登山者には

充分なる注意をそくしたい。私も当日は参加し出来る限りの便宜を図り、説明の任にも当たり

たい」と述べている。 

 

３、白馬岳登山記事 

新聞には沢山の登山記事が掲載され、登山中の写真も掲載された。当日は大変良い天気だった

様だ。大きな見出しだけを以下に掲載する。 

＊夜はあけた、澄み渡る大空、いざ白馬の険峰へ、黒山の様な村民に見送られる。 

＊万年のつらら、愈々大雪渓に近ずく、大雪渓をお練りが進む。 

＊笑って迎えるお花畑、色とりどりに咲き競う。 

＊山霊を驚かす万歳のくわん呼、一名の落後者もなし、頂上を征服。 

＊御来迎を拝す、かすんでみえる能登の山々、今日も良い天気。 

  

     大雪渓を登る            女性登山者の雄姿 
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           全員登頂し歓声を挙げる登山者 

今回使用した資料は、新聞記事の切り抜き、そして便せん７枚に「白馬登山記」を黒い万年筆

で克明に書いており、山の事も大変良く知っている。文章内容からかなり教養豊かな人が書き

留めたと思われ、字も達筆で素晴らしい。私が購入したこの資料は、新聞記事切り抜きが１５

枚の便せんに張り付けられ、７枚の便せんに登山記録が書かれ、これら２２枚の便せんが、こ

よりにより綴じられている物である。東雲稿と読める字が書かれているが、この資料を作った

のは誰だか分からない。登山記の内容からは、関係者ではなく１２０人の参加者の一人である

事は間違いない。日本の登山の曙を感じさせる史料なので神田古書会館で購入したが、出来る

だけ簡単に纏めてみた。               

    

             白馬大池、既に船があった 
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赤城山 コロナ下での久しぶりの登山 
記：山口裕史 

山行日：2020 年 8 月 22 日（日帰り） 

メンバー：L 山口裕、浅倉 

コースタイム：4 時間（休憩：50 分） 赤城公園ビジターセンター駐車場 7:20～～7:40 黒

檜山登山口～9:05 赤城山～9:16 黒檜山大神～9:50 駒ヶ岳 10:20～篭山 10:58～11:00 鳥居

峠～11:18 覚満淵～11:20 駐車場 

 

昨年 10 月より家庭の事情と仕事で山に行けなくなり、5 月頃ようやく落ち着いたと思った

ら、コロナの影響、そして自分の怪我と約 10 か月足が遠のいていました。こんなに山に行

かなかったのはここ 10 年なかったこと。ようやく怪我も回復しましたが、コロナは一向に

衰えることがなく、正直まだ出歩くのにためらいもあります。が、この状況はいつまで続

くかわからず、出来るだけ慎重な行動を心がけ、前向きに登山を開始することにしました。 

まだ体調に不安があり、お手軽な赤城山を選びました。最近は復帰に向けて週 30 ㎞を目安

にウォーキングしていることもあり、歩き出しから問題なし。ガスで展望はなかったので

すが、森の空気を吸って、鳥のさえずりを聞き、自分の足で歩き汗をかく。山の難度関係

なく、自然に触れることでエネルギーがみなぎるのが良くわかりました。やはり登山は素

晴らしい。 

登山は生活の一部と言っていいほど当たり前に行っていましたが、できない時期があった

からこそ、登山ができる幸せを再認識しま

した。 

一緒に歩いた浅倉さん、今後のテント泊縦

走のために今回はボッカトレしてもらいま

した。ペースは若干遅いものの最後までし

っかりと歩き、駒ケ岳山頂では自前のガス

バーナーでお湯を沸かして旨そうにラーメ

ンをすする姿が微笑ましかったです。もっ

と痩せて、体力をつける必要があると思い

ますが、浅倉さんにテントを担いでもらい、

私は手ぶら楽チンでアルプス縦走できる日がいつか来ると良いです。しばらくの間は体調

とコロナの状況を見つつ、軽いハイキングから楽しみたいと思います。 

あと、赤城山は、今年行けなかった 5 月上旬のアカヤシオを愛でに再訪したいですね。 

 

■コロナ影響下での登山について考える 

コロナ対策でマスク着用をガイドラインでも推奨されていますが、とてもじゃないけど付

けれいられませんでした（苦しくて、暑くて）。 

そのため、距離を取ることに重きを置きました。通常登山では対向者との挨拶は基本です

が、飛沫の心配があるか。ただ、挨拶を交わさないのも嫌だし、対向者が来たらなるべく

離れた場所で挨拶して通り過ぎる時は声を出さない、早めに立ち止まり少しでも距離を置

けるようにするなど工夫しました。 

こんな状況だとやっぱり人気の山よりもマイナーな山を選んで、人とすれ違うリスクを減

らした方が良いのかなといろいろ考えます。 
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板幽沢 

記 ： 岸野 

 

日  時：令和 2 年 8 月 22 日（土）8 時 30 分〜16 時 15 分 

天  候：晴れ 

メンバー：L 沼田、石川、岸野、会員外 1 名 

 

宝川温泉に駐車 8：30→入渓 9：50→沢下降開始 13：30→16：15 駐車場 

 

谷川岳近くの板幽沢へ。宝川温泉に車を停め、下山後に入ることを楽しみに出発する。

宝川温泉の裏にある林道をひたすら 1 時間ほど歩く。入渓前に汗だくとなる。快適な道だ

が、長く感じる。ちょっと急な斜面を下り、入渓地点に到着。 

入渓の準備をしていると、二人組のパーティーが現れ、先行して行く。その後私たちも

スタート。みんなスイスイ登っていく。今シーズン初沢の石川さんも、スイスイとお手の

物。そして私は…。滑りそうなスラブを登るのに時間がかかり、みんなを待たせる。フェ

ルトが減ってきた沢靴のせいにしたくなるが、私の足の置き方が下手なのは、間違いない。

とりあえず、がんばる。そして、ちょいちょい難しめの小滝が現れる。ロープを出しても

らいつつ、とにかくがんばる。そんなこんなで、時間かかる。それでも沢登りは楽しいの

だ。みんなに迷惑かけて申し訳ないけど…。 

すだれ状の大滝に到着。見事な滝を目の前に不安がよぎるが、ロープを出してもらって

登る。意外とすんなり登れてひと安心。ここで入渓地点で会った二人組に再会する。彼ら

はここから山道を下山、私たちはここから沢下降を開始。（もう少し上まで沢を遡行する予

定だったが、時間切れ。）沢下降は思ったより怖くなかったけど、怪我だけはしないように

慎重に下降する。危険な滝は巻きながら、リーダーの沼田さんに続き、安全第一！ウォー

タースライダーをしながら、それぞれ楽しむ。無事に入渓地点に帰ってくると、山道を下

山してきた二人とまたまた再開。山道はやぶ漕ぎで大変だったらしい。 

林道を通って駐車場へ向かう間、遠くで雷がゴロゴロ鳴っているのが聞こえる。車に乗

って少しすると、雨がパラパラ。間に合ってよかった。（どうせ濡れてるけど） 

毎回の反省だけど、もっと登れるようにならないとなと思う。いつも、みんな優しくし

てくれて、ありがとうございます！ 
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栃木 スッカン沢と尚仁沢湧水 
記：樋渡 義晴 

◆山行日：2020年 8 月 30日（日） 

◆山行者：樋渡義晴 

◆コース：スッカン沢と尚仁沢湧水  

 

元々は足尾の山に出かける予定にしていたのですが、あまりの暑さに涼を求めて栃木の沢に出

かけることにしました。 

 

最初は、尚仁沢湧水 日本の名水にもなっている所です。ここに来るのは二度目。  

しばらく待っていると川霧が出て来ました。 

 

 

 

 

 

移動してスッカン沢 この写真の場所がお気に入りの所です。 我が家では「縦ソーメン」と

呼んでいます（笑） 前回あったアクセス用のロープは取り除かれていました。  

（ここは一般歩道から外れた場所なので観光客が安易に近づかないようロープは無い方がいい

なあと思っていたので良かったです。 私は自分のロープを持参です。） 
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鞍掛沢と日向山 

記 ： 石川浩道 

日  時：令和 2 年 8 月 29 日（土）8 時 30 分〜20 時 00 分 

天  候：晴れ 

メンバー：L 沼田、岸野、石川、会員外 1 名 

 

コース：矢立石登山口 8 時 30 分 →  入渓 10 時 30 分 → ハング滝 13 時 50 分 → 乗

鞍沢入口 14時 35分 →  鞍掛山分岐 17時 30分 →  日向山山頂 18時 50分 → 矢立石

登山口 19 時 50 分 

 

 駐車場は、8 時過ぎの時点で既に満車で、折り返す車が数台あり。 

駐車場から入渓点までの林道は、崩落箇所があり、不気味なトンネルを 3 つ越えるまで 

2 時間近く歩く。 

入渓点に到着するが、思ったよりも急な斜面を古い FIX ロープを頼りに降りる。 

沢は、綺麗な透明な優しそうなウグイス色だが、とにかく冷たい。 

足場は、ナメ底が多かったがフェルトシューズデビューしたので、ラバーよりは安心。 

ただ、熟練者とは差があり、浮石や小滝をクネクネビクビ

クしながら遡行する。 

涸沢付近から、大量のブユとアザミとの格闘が始まる。 

リーダーと岸野さんは、顔を刺されて、プチ整形していた。 

ツメまで到着した時点で、7 時間をゆうに超え、疲労と乳

酸菌が溢れてくる・・。そこで見えた看板に「日向山まで

2H」という看板で心が折れかける。 

しかし、リーダーも岸野さんも全く意に介さず動き出

す・・・。小走り状態でひたすら日向山へ向かう。 

山頂は、キレイな白砂のビーチとなっており、その砂場を

10 分ほど駆け上がり、山頂に到着した。あたりは、真っ暗

で街の夜景がとてもキレイでした。（他は何も見えない） 

そこから、ヘッデンをつけて一気に下山。 

常に小走りで、鹿の鳴き声もすぐに遠くなるほどのスピー

ドで下山。 

 

沢登りは、景色と体験が「冒険」のよう

であり、すごく楽しい。 

寒くなければ、釜で泳ぐのは最高の気分

になる。 

今回の山行を次回誘われたら断りますが、

大満足で本当に楽しい山行でした。 

大変な沢は、もう沢山です。。。あっそう

いう意味なんですかね。 

 

 



 

アルプス気分になれる八方池 

 

 

 

編集後記 

 

GO TO キャンペーンも始まり山行原稿も沢山頂きました、ありがとうございます。 

例年よりも混雑がなくゆったり行けますが、閉鎖や休業の所もあり残念なこともあります、

でも山に行ける解放感は何よりいいですね！！ 
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