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百名山登頂を終えて

記：山口敏雄 

山行日：2021 年 7 月 17 日 

 日本百名山登頂の達成にあたり、最後の白山登山を何度も計画して下さった鎌形さ

ん始め多くの山に同行して下さった草加山の会の皆様に深く感謝申し上げます。

私の最初の百名山登頂は、６５年前の朝な夕なに仰ぎ見ていた故郷の「蔵王山」であ

り、最も印象深いものであります。

次に磐梯山・丹沢山・鳥海山・富士山に登り、草加山の会でのお試し山行は山本リーダ

ーの前今朝丸山であり、入会しての初めての百名山は石井会長・浅井昭光さんサポー

トで息子の初リーダーの雲取山でした。

山の会で特に印象深い百名山山行は、利尻山（石井リーダー）、初の雪山の甲武信ヶ

岳（園木リーダー）、鎌形さん大門さんとの槍穂縦走、屋久島・宮之浦岳（リーダー山

口裕）、鹿島槍ヶ岳・五竜岳縦走（山崎正リーダー）等々であり、日本百名山選者の深

田久弥さんの「百の頂に百の喜びあり」の言葉の通りいずれの山も苦しくも楽しい山

行でした。

 とは言え、百名山と２００名山２８座、３００名山２２座、合計半分の１５０座、花

の百名山は７０座の登頂であり、まだまだ沢山の山が残っています。

これからも体力の続く限り山の会の皆様との山行を楽しんで行きたいと思いますので、

宜しくお願い致します。

 最後に沢山の方々よりお祝いのメールを頂きまして、本当にありがとうございまし

た。



2 

コール
浅倉 直人 

 草加山の会に入会して 3 年、雪山・テント泊・沢登り・クライミングなどいろいろ

経験させてもらいました。たくさんの方にいろんな山に連れってもらいたいです。そ

のためには、もっと体力をつけなければです。 

 10 年後には日本百名山完登したいと思います。 

これからもよろしくお願いします。 



3 

私の一名山  未丈ヶ岳

芳野光夫

「誰にも知られたくない、自分の胸の中だけに仕舞って置きたい山がある。」

初めて其処へ行ったのは、2000 年 6 月 10 日でした。天ぷら山行で、キャンプが出

来て山菜の取れそうな山を探して、行く事に成りました。7 名での出発でした。 
その入り口は長いトンネルの途中にあり、シャッターを開けると、眩しい光と共に、

雪国の景色が現れました。残雪の多く残る広場に車を止め、周りにはフキノトウが一

杯でした。この頃は小さな沢には橋も無く靴を脱いて渡りました。最後に黒又川に掛

かる鉄の橋を渡って登山道に出るが、この時は残雪が有って直ぐには道が見つからな

かった。漸く登山道に出て尾根沿いに登る。黒又川の向こうにゼンマイ小屋が見える。

次に来た時に、この辺から越後駒ケ岳や中の岳が見えた。松の木ダオを過ぎると、イワ

カガミの花が見える。コシアブラノの新芽を摘みながら歩く。今度はイワウチワの花。

残雪の下から伸びた枝に、マンサクの花が一杯咲いていて、コブシやツツジの花と一

緒に見られる。高度を上げて行くと、イチリンソウやツバメオモトの花そしてカタク

リの花が見られた。ネマガリタケのタケノコが採れるようになると、山頂に着いた。登

り４時間半、山頂の直ぐ下が大雪原になっていた。雪の上を歩きながら春山の醍醐味

を味わう。この時は見えなかったが、後日来た時には、越後の山々や、燧ケ岳、会津駒

ケ岳、守門岳、浅草岳、会津朝日岳などが見えた。2 時頃に山頂を出て、5 時半にテン

ト場に着いた。揚げたての天ぷらや冷たいソーメンを食べながら乾杯する。暗くなっ

てから大勢の人がやって来た。コノハズクの仏法僧と鳴く声を聞きにバスで来たとの

事。晴天の時は星空が眩い所でした。その後も二三度、ここに来ましたが何時も感動す

る事が有りました。

山 頂 山頂直下の湿原
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令和 3 年 6 月～令和 3 年 8 月山行実績（5/25~）※一部前号未提出分追加 

山
行

日程 山岳名 リーダ

ー

参加者

個 5/16 葛野川深入沢※ 長田

個 5/23 葛葉川本谷※ 沼田 山口裕、浅倉

個 5/26 小町山 兼堀善 兼堀恵、小林、畑野仁、澁谷、福田

個 5/28～29 ニュウ（八ヶ岳） 畑野順 新島、四宮、井居、土屋

個 5/29 いろは坂 樋渡

個 5/29-30 瑞牆山、金峰山 榊原

個 5/30 葛野川釜入沢 長田

個 5/30 根羽沢大薙沢 沼田 山口裕、石川

個 5/30 不動岳雷電山 樋渡

個 6/2 十文字峠 出口

個 6/4~5 一ノ倉沢出会、奥

利根水源

浅井祐 下川、杉山、畑野仁、澁谷、兼堀恵

個 6/5 中禅寺山 樋渡

個 6/5~6 安達太良山 浅井昭 澁谷、大門、兼堀善、森律、森花、

宮澤、土屋、畑野順、福田、遠藤

個 6/5~6 雲取山 青木慎 鈴木勝、山口敏、山口裕、榊原、

三隅

個 6/5 丹沢、塔ノ岳 浅倉

個 6/12 社山、黒檜岳 山口裕 青木慎

個 6/13 黒檜岳 樋渡

個 6/13 ウメコバ沢 長田

個 6/17~18 八ヶ岳 権現岳 畑野順 新島、大門、四宮、兼堀善

個 6/20 晃光山 樋渡

個 6/25 湯ノ丸山 畑野順 杉山、畑野仁、澁谷、兼堀善、

兼堀恵

個 6/26 鞍掛山 樋渡

個 6/26 白水沢左俣左沢 沼田 山口裕、石川

個 6/27 二股山 樋渡

個 7/10 男抱山・半蔵山 樋渡

個 7/11 大鹿川平ノ沢（ズ

ミ沢）

長田

個 7/15~17 白山 鎌形 山口敏、大門、澁谷、出口、

兼堀善、宮澤
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個 7/15～20 裏銀座縦走 畑野順

個 7/16~18 白山・別山・天生

湿原

山口裕 鈴木勝、松田弘、青木慎、浅倉

個 7/17 御沢金剛峡 樋渡

個 7/18 笹ノ沢 長田

個 7/22 手白峠 樋渡

個 7/23~24 尾瀬 至仏山 浅井昭 小林、兼堀善、澁谷、遠藤、浅井

祐、兼堀恵、畑野仁、下川、

杉田（試）、林（試）

リ 7/22~23 釜ノ沢 長田 殿塚、榊原、堀江

個 7/24 諏訪岳 樋渡

個 7/25 仁田元沢 長田

個 7/25 焼石岳 青木慎

個 7/31 金田峠・（於呂倶

羅山）

樋渡

個 8/1 ヒッツゴー沢 沼田

個 8/1 大滝沢 長田

個 8/1 日光白根山 山口裕 三隅、東、杉田（試）

個 8/1~2 木曽駒ケ岳 榊原

個 8/7 行道山 樋渡

個 8/8 ノロ川桃洞沢～赤

水沢

沼田 石川

個 8/8~9 針ノ木岳 榊原 鈴木勝、松田弘

個 8/9 米子沢 長田

個 8/9 石尊山・深高山 樋渡

個 8/19 髙山・戦場ヶ原 樋渡

個 8/21～24 雲ノ平・高天原 青木慎

個 8/22 オロオソロシ沢 長田

個 8/26～28 朝日岳 宮澤 鎌形、森律、土屋

個 8/28 白毛門沢 沼田 山口

個 8/28~29 西穂高岳 榊原
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沢登り 葛野川深入沢

L:長田 一樹 会員外

5/16 深城ダム駐車場 7:35→7:40 深入橋→入渓 7:50→11:15 脱渓→12:20 大休止

12:50→釜入橋 14:20→深城ダム駐車場 14:30 

10 日前はスキーをしていたのに、もう沢登りとは我ながらビックリです（笑） 

橋からパイプで組まれた

階段を降りて、ザレ場下っ

て入渓ですが、久々のザレ

場の下り（汗）スキーと違

って滑る訳には行かない

のとシーズン一発目だっ

たので懸垂下降で沢に降

り立つ、 

F1 の 7ｍは左手支流から

上り下降、F2 の 10ｍも直

登は無理なので右から巻

気味に登り落口へ念の為

ロープを出す。この先は小

滝が連続するので割愛、10

ｍ滝は落ち口の木を使って乗っ越す。870ｍ二俣は右へ 10ｍ斜滝等この先も 3～7ｍく

らいの滝が沢山出てきたが滑っているしシーズン初めなので疲労感が早くも出てくる、

1000ｍ付近二俣を右へ更に先の二俣も右、もう詰めるのが嫌になってきたので（笑）右

手側にトラバース気味にあがり適当にトラバースして斜度がゆるそうな所を直登して

登山道復帰する、カップラーメン

でランチして下山するが冬の間

BC スキーばかりだったので下山

が膝に来る、下部で若干道をロス

トするも無事に法面上部に出る

左手側の階段降りて駐車場へ、お

風呂は小菅の湯で食事は大月の

ムスタチオで食べて帰りました。

小菅の湯は人がいっぱい、道の駅

の野菜は割と高め･･･大月のムス

タチオ安くて美味しいです。イタ

リアンと言うよりは洋食屋さん

って感じでした。 
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葛葉川本谷 沢登り 

記：浅倉直人 

山行日：2021 年 5 月 23 日（日帰り） 

メンバー：L 沼田、山口裕、浅倉、会員外１名

コースタイム：6 時間 5 分

葛葉ノ泉 7:40－葛葉川本谷－12:00 三ノ塔尾根－12:25 三ノ塔－12:36 二ノ塔－12:41

大音沢ノ頭－13:00 菩提峠 13:15－13:45 葛葉ノ泉 

感想 

 丹沢山の葛葉川本谷に沢登りに行ってきました。 

楽しかったです。 

また沢登りにいきたいです。 
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小町山（３６１ｍ）

記：兼堀 善和

実施日  令和３年５月２６日（水）

メンバー Ｌ兼堀善和 兼堀恵美子 小林いつ子 畑野仁美 澁谷久美子 福田穣治

コース  車 獨協大学前駅西口７時出発 ８時小町の館駐車場

  天の川沢コース８：２０～９：１０姫の滝～９：２０三角岩～９：３５

展望台～９：５０山頂１０：１０～１０：４５尾根コース分岐～

１１：２０駐車場

 小町地区は、平安時代の六歌仙の一人で絶世の美女とうたわれた、歌人小野小町が

旅の途中で病に倒れ亡くなったと言われている地区で、周辺には小町伝説が和多く残

っている。

 小町の館から入り天の川入口から沢沿いに、天の川コースを登って行く、途中小さ

な滝が数か所あり、樹林帯に直射日光を遮られ、沢からの涼しい風にあたりながら気

持ち良く登って行った。

沢道からはなれると巨石群が現れて、三角岩や三段岩等の大きさに圧倒されなが

ら、小町山山頂に到着、見晴らしがいい木陰で西瓜やら葡萄を食し、しばし休憩の後

下りは途中から尾根コースに入り駐車場に到着した。

 小町庵で蕎麦を食べ、小野小町の墓に立ち寄って

帰ってきた。

 参加頂いたメンバーの皆さん有難うございまし

た。
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ニュウ（八ヶ岳）

記：畑野 順二 

◆山行日：2021 年 5 月 28 日（金）-29 日（土）

◆山行者：畑野じ・四宮・新島・土屋・井居

◆コース：5/28 渋の湯 9:10-パノラマコース分岐 10:10-12:05黒百合ヒュッテ 13:15-

ニュウ 14:30-黒百合ヒュッテ 16:00

  5/29 黒百合ヒュッテ 6:00-パノラマコース分岐 7:05-渋の湯 7:45 

久しぶりのテント泊の山行で、新島さんと土屋

さんは、初のソロテント山行だそうだ。 

荷物が重いので、渋の湯からゆるりゆるりと歩

き出す。少し歩くと、八ヶ岳らしい綺麗な苔の

世界を見ることが出来る。癒される。 

黒百合ヒュッテに着き、テント設営と昼食後に

予定では、天狗岳往復でしたが、疲れていて、

明日行く予定のニュウが天狗岳より近いので計

画変更しニュウに行く。 

ニュウから黒百合ヒュッテに帰ってきたら、

まずはビールで乾杯し、各自夕食しボーっと

していたら、井居さんが夕日が綺麗と教えて

くれ見に行き、寝ました。 

夜中にトイレに行きたくなり起きると強風

で、テントが飛ばされそうでガマンし、明る

くなり皆さんが起きてからトイレに行きま

した。 

朝食後、風がおさまるのを待っていると、霧

が出てきてテントが濡れるのがイヤで撤去し天狗岳へ行っても霧で何も見えないので、

諦めて渋の湯に下山しました。 

あ～あ～ 渋の湯に着く前から明るくなり八ヶ岳ブルーが現れました。ガックリ。参

加した皆様ごめんなさい。 
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記：榊原奈歩 

 山行日：2021 年 5 月 29 日-30 日
 コースタイム：1Day 6H , 2Day7.5H

 1Day;10:30 瑞垣山荘-11:10 富士見平小屋テント場（テント幕営）
 12:00 富士見平小屋テント場-12:30 桃太郎岩-13:30 弘法岩-13:45 山頂（休

憩 10 分）-15:30 富士見平テント場
 2Day;6:15 富士見平小屋テント場-7:00 大日小屋-7:20 大日岩-8:20 千代ノ吹上

-9:15 五丈石（山頂）（休憩 15 分）-9:55 金峰小屋- 11:10 大日岩-11:35 大日小
屋-12:10 富士見平小屋-テント撤収（30 分）-13:30 瑞垣山荘

 メンバー：榊原（1 名）

いつでも行けるからいいや！こう思った場所は、なかなかいかないものだ。瑞牆、金峰
は自分の中でいつでも行ける場所であり、数年放置していた。入る時期がなかなか定
まらなかったことも、行かなかった理由の一つだ。 
コロナでテント場が取れず予定山行が 1 週間延期になった。
お天気はなんとか持ちそうでテント場でボケーっとしたく
なり、急遽行くことを決めた。
友人から富士見平小屋のテント場予約不要、女子専用テント
スペースがあるとの情報で、シャクナゲの季節も重なり多分
今行くべき時期かと考えた。
気付けば、2 年程個人テントを使っていない。苦労の上テン
ト装備の重量をやっと担げるようになった所、ここ 1 年すっ
かりコロナで体力が落ちた。自分の中の積み木がガラガラと
崩れた。よって、いつも以上にシビアに物を削り、50L のザ
ックに入る量まで断捨離大会を行う。

富士見平小屋のテント場はお天気が良かったこともあ
り沢山の人がいた。 
小屋に到着するとテント幕営し、さっさと瑞牆山に入る。
瑞牆の岩は個性的で、少し遠くから見るほうが個人的に
好きだ。桃太郎岩はおー！と思った。途中の登山道はシ
ャクナゲが見頃であった 
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シャクナゲのような華やかな花やミツバツツ
ジ等は温暖な地域の方が断然に花付が良く、見
応えがある。標高がある場所は最盛期でもソコ
ソコだ。
山頂には大陸からお越しの 10 名程の団体様が
紅葉色の服装、持ち物を纏い大きな声で話をし
ていた。何処でも富士山が見える場所は大陸か
らお越しの方に大人気だ。

GDP 成長国のパワーは違うなぁ・・と、遠目から大陸からお越しの方の行動を眺める。そ
の後、さっさと下山しテント場でしっぽりとソラマメとビール、ワインを飲みながら色々考
え事をする。こういう時間は、自分にとって贅沢な時だ。 
テント場の女子専用スペースは音に悩まされることなく快適であったが、冷え込みはきつか
った。厚手のシュラフをもってくるべきであったと反省し、ダウン、カッパを着こんで就寝。

2 日目はＰＭから天気が崩れ出す予報がでていたことから、15分早めに行動開始。 
金峰まで白い花崗岩帯と樹林帯をひたすら歩く。私は、岩場は好きだが、花崗岩は崩れると
ザレザレになるから好きではない。道中の眺望がポイント毎に南アルプス、八ヶ岳、富士山
が見える点は良い。シャクナゲは中腹が見頃であり、更に高度を上げた場所ではまだ蕾の状
態であった。 
山頂で写真を撮りお天気が崩れる前にささーっと下山し、19 時過ぎに帰宅した。一人で出掛
けるとこんなものだ。一人で山に入る事には色々な意見があるであろう。私見だが人の力を
借りることは悪いことではない、人から学ぶことは沢山あるのは事実だ。しかし、自分で考
えて計画し、失敗しないと何時まで経っても自分のものにはならない。人間は何歳でも多少
の伸び代は必ずあり、それを活かすも殺すも自分次第ということを以前より強く感じるよう
になった。 
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沢登り 葛野川釜入沢 

L:長田 一樹 会員外

5/30 深城ダム駐車場 7:15→7:20 釜入橋→入渓 7:30→10:25 脱渓→登山道 10:55→11:30 奈良

倉山 12:00→下山→12:10 反射板南西尾根取り付き→13:45 釜入橋→13:50 駐車場 

大月界隈の沢登りは IC降りてす

ぐで割と下山も楽で中央道の混

雑さえなければ秩父は勿論奥多

摩丹沢行くより楽だと気が付き

ましたので大月近辺でもう一本 

先々週行った深入沢のお隣の釜

入沢です。沢遡行より入渓の下

降が核心との事なので入念に下

降点を探すとありました。直下

に降りずにトラバース気味に降

りていけば大丈夫でした。 

最後の枯れ掛けている滝のフォ

ローに念の為出した以外はロープ持って行きま

したが出さず、順層なのでガバが沢山あり簡単に

登れます。ガイド本にあった三段の滝も巻かずに

登れます。ガイド本だと詰めて右俣下降でしたが

詰めずに左手にトラバースする仕事道がありま

すのでトラバースして南西尾根に乗ったら稜線

へ奈良倉山のピークでカップ麺ランチして下山

します。今回もお風呂は小菅の湯で帰りに R139沿

いの野菜直売所でニラにじゃがいもスナップえ

んどうにインゲン豆を購入する、おじさんが終わ

りだからと全部 100円にしてしまう（汗） 

大月にお金落とさないと思い大月市内の蓬莱軒

で特製ミックスラーメンを食べる、独特のラーメ

ンでここでしか食べられません！是非食べてみ

て下さい。 
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根羽沢大薙沢 左俣遡行・右俣下降 

記：山口裕史 

山行日：2021年 5月 30日（日帰り） 

メンバー：L沼田、石川、山口裕、会員外 1

コースタイム：8時間 45 分

大清水 8:05 -08:30 物見橋- 12:45 四郎峠- 13:20 四郎岳- 13:50 四郎峠 14:04 - 16:15 

物見橋- 16:50 大清水 

今回は尾瀬の大清水から尾瀬沼方面には入らず東側の山域にある沢を遡行します。まさかこ

の時期の尾瀬の沢に入るとは昔は思っていませんでしたが天気はまずまず良くて快適でした。

が、少し手を濡らすとかじかむレベルに冷たい。だからついつい巻いてしまう。

本当は 3 段 20m はチャレンジしたいところですが、寒さに怖気づいてしまう。3 人は濡れる

のなんて気にしないバリにシャワーで滝登ってました。本当に凄い！

左俣は適度の小滝が続き気持ちよく歩ける。沢の雰囲気も広葉樹に囲まれて明るく気持ちよ

いですね。詰めも間違えなければそれほど苦にはならないレベルです。

今回は四郎岳への破線に出るとあって、これを逃したら四郎岳登ることないよなと思い、リ

ーダーにピークハントをお願いした。
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ただしこの提案、あまりの急斜面で登りも下りもきつかった。沢登り後にピークハントとか

考えるとキツイ目にあう。遡行後なのでこの急斜面は本当にきつかったですが、3 人とも一

緒に登ってくれた。

山頂は根雪が少し残っていたが 1 週間もすればなくなるだろう。一か所日光白根方面の展望

が開けているが基本は樹林帯。仲間に感謝だ、ありがとう！

そして四郎岳、もう二度と登らないぞ！

右俣下降。こちらは大滝はほぼ無く快適に下れる。峠からの下りが若干急斜面ですが、一段

落するとナメ床に。この黄土色の沢床のナメがずーと続く渓相は他ではあまり見たことがな

くて珍しい。最後の大滝までサクッと降れて下降に使うのはイイ感じの沢でした。
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記：石川浩道 

根羽沢大薙沢 左俣遡行・右俣下降と四朗岳 

5 月 30 日（日）日帰り 

リーダー 沼田（L）、山口、石川、会員外 1

4 時 30 分 草加出発 〜 沼田インター下車 7 時 40 分 大清水駐車場到着。 
8 時 00 分 出発して 8 時 30 分 物見橋を経由 〜 12 時 40 分 四朗峠に到着。 
12 時 45 分 四朗岳 到着し、下山を開始して、16 時 50 分 大清水駐車場。 

同じ歳の 4 人組で、沢登り。 
5 月の沢は、まだ水も冷たくて相変わらず寒い。 
沢登りは、冒険的なワクワクを感じるので、とても楽しい。 
しかし危険な場所も多いのでトップで行く沼田リーダーはすごいなぁと感心する。 
そして同様にすごいのが、あくまでピークハントを狙う山口さん。 
稜線に出た時点で、「終わった感」があったのに、急登を登ると言う・・・。 
結果、4人で登り切った四郎岳は、もう 2 度と来ないと思うけど「登ってよかった」と、 
満足感に満たされた山行でした。 
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十文字峠（２０３５ｍ）石楠花鑑賞 

   記：出口 栄子 
山行日：2021 年 6月２日 
メンバー：L 出口 栄子
コース：3:00 自宅―首都高速八潮 IC―首都高速―一般道―調布 IC―中央自動車道―
長坂 IC―一般道―毛木平駐車場 7:10 着
7:35 登山口出発―9:45十文字峠―十文字小屋―乙女の森散策―十文字小屋―
十文字峠 10:50―12:10登山口着―16:00 頃自宅

５月 26日に赤城自然園で終わりかけの石楠花を見ました。白い白山石楠花とピンクのアズ
マ石楠花や真っ赤な芍薬が綺麗でした。今度はもっと標高の高い所の盛りの石楠花を見よう
という事で、甲武信ヶ岳の十文字峠を目指すことにしました。夜中の 3 時に家を出て、高井
戸の IC が夜は閉じていたため、調布 IC から中央道へ入りなおし、長坂 IC を出て７時過ぎ
に毛木平の駐車場に着いて出発です。登り始めて 30 分位の所に石楠花の群生地があり、そこ
は完全に花の時期を終えていました。展望はあまりない往復４時間の花見登山はどうなるこ
とやらと思い始めて 2 時間。十文字小屋は石楠花の花で包まれていました。近くの乙女の森
を周回して石楠花の峰々を満喫して単独行を終了させました。十文字小屋付近はアズマ石楠
花で秩父側の稜線は白山石楠花が見られるそうです。
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丹沢山 
記：浅倉 直人 

期  日：2021年 6月 5日（土） 

メンバー： Ｌ，浅倉直人、会員外

コース：駐車場 07:13→09:15堀山の家 09:19→09:48 天神尾根分岐 09:48

→10:27花立山荘 10:42→11:17塔ノ岳 11:53→12:57丹沢山 13:32

→14:49 尊仏山荘→14:50 塔ノ岳 14:56→15:10金冷シ 15:10→16:12堀山の家 16:14

→17:32ゴール地点 G

丹沢山に行ってきました。 

大倉尾根から丹沢山ピストンで 10時間歩きました。 

疲れたけど楽しかった。 
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念願の安達太良山 

記：土屋玲子 

★山行日： 令和 3年６月５日～６日

★メンバー：Ⅼ浅井（て）、兼堀（よ）、畑野（じ）、染谷、森（は）、森（り）、大門、宮澤、

遠藤、土屋 

★ コース：◎1日目 獨協大学前５:30→岳温泉🅟🅟9：00奥岳登山口 9：20→

薬師岳 11：10→安達太良山山頂 12：50→峰の辻 14：00→ 

くろがね小屋 14：40 

◎2 日目 くろがね小屋 6：45→奥岳登山口 8：35草加直帰

皆さんの大好きな安達太良山にいつか行きたいと、去年計画もしたけれどコロナで断念。

この度念願の山行が決行できて本当に嬉しかった。 

1日目、東北道を順調に進み、予定通りに到着。前日が全国的に大雨であったため初めに予

定していた沢のコースは増水の危険があるとのことで変更し奥岳の登山口から開始。歩き始

めてびっくりしたのはとても暑い、ということ。東北だし寒いかな？と思っていたのだが完

全に裏切られ、みんな半袖だ。そしてこの暑さに追い打ちをかけるのが蝉の声。この時期に

蝉の声？と思っていたら、これは春ゼミだよ、と教えてもらった。春にも蝉がいることも初

めて知った。登山道は歩きやすい道でサクサク進む。青い空に新緑がよく映える。空気も美

味しい。何度か休憩をはさみ山頂に到着。この山は風が強いことが多いとのことだが今日は

穏やかである。牛の背稜線からの噴火口跡の圧巻の景色も見られて本当に感動。そこからは

くろがね小屋を目指して足取りも軽い。 
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くろがね小屋に到着し、憧れのお風呂に入りみんなで乾杯。時間を気にせずいろいろな話

しを聞けるのが泊りのいいところである。行きたい山の夢が次々と広がる。小屋の方とコロ

ナの苦労話や、建て替えが延期になっている話など聞けたのも勉強になった。一つ失敗だっ

たのはコロナ対策のためシュラフ持参であったのだが、下に引くマットは持って行かなかっ

た。畳にシュラフはちょっと身体が痛かった。 

2日目は、昨日頂上まで登ったので直接戻ろうということになり、そのまま下山開始。曇天

くらいが涼しくて気持ち良い。2 時間足らずであっという間に駐車場についてしまった。毎

回、早く着かないかなと思いながら歩くけれど、降りてしまうと少し寂しい。早すぎてお風

呂もやっていないこともあり、道の駅に寄ったりしながら草加に向かい、13時半には無事に

帰着。憧れの安達太良山、とても楽しい山行だった。 

計画してくださったリーダーの浅井さん、他の皆さん大変お世話になりました。次は雪の

安達太良山に行ってみたいです！



20 

三条の湯～雲取山 

記：三隅 伸介(新人) 

・日時 2021年 6月 5～6日(テント泊) 

・メンバー L：青木、山口(敏)、鈴木(勝)、山口(裕)、榊原、三隅 6名 

・コースタイム 5:30獨協大学前集合、8:15道の駅たばやま着、8:45 登山開始

11:25サオラ峠、14:00 三条の湯着 初日 5H 

5:30三条の湯出発、8:00 三条ダルミ、9:00雲取山山頂 

11:50三条の湯、15:15お祭り下山 二日目 9H 

「キャンプを楽しむ」というテーマのもと、青木リーダー立

案によるテント泊山行。当初、参加者は 5名、テント泊装備

で 5名は車 1台では無理、ということで追加募集して全 6名 

車 2台で行くことに。山口(敏)さんは百名山最後の白山登山

に向けての足慣らしに丁度いいということで山口(裕)さん

とテントを共有。他のメンバーは個別テント。三隅は初めて

のテント泊山行、まだテントを所有していないため青木さん

にテントを借り、当の青木さんはツエルト泊となった。 

出発時点では天候が怪しく、雨具を着てスタートするが、雨

の降る気配がなくなり、早々に雨具を脱ぐ。樹林帯に入りガ

スが立ち込める中、つづら折りの道をひたすら登る。好天の

登山は気持ちのいいものだが、霧の樹林帯も雰囲気がとてもよく幻想的。 

登り始めて 3 時間弱で急登の終わるサオラ峠到着。ここからは比較的アップダウンが少ない

山道でのんびり歩き、何度か沢を越える。少しずつ霧が晴れ、次第に虫の声が騒がしくなる。 

当初の計画では三条の湯に 12時半着でそれ

から飛龍山へ向かうことになっていたが、

実際に到着したのは 14時。無理はせず計画

を変更、三条の湯の温泉に浸かってテン場

でのんびりすることに。夕食は巨大な鍋を

担いできた青木リーダーによるペミカンハ

ヤシライス(ライス無し)。前日に有給休暇

を取得して準備をしたという気合の入った

もの。本人は 75点という採点だったが素晴

らしい出来だった。いずれ 100 点のハヤシ

ライスも期待。

二日目はテン場に荷物をデポして雲取山往復。かなり細く、崩れやすい道も多いため、慎重

に歩みをすすめる。途中木々の間から遠くの山々が見え始め、だいぶ高度が上がってきたこ
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とに気づく。三条ダルミからは富士山もくっ

きり見える。 

9:00、出発して 3.5Hで雲取山山頂到着。早い

時間のためか山頂は我々だけの貸し切り。山

口親父さんの無事登頂をみんなで喜ぶ。山口

親父さんからはみんなにかりん糖が振る舞わ

れた。 

下山を開始してしばらくすると雨が振り始め

る。森の中なので、雨具を着なくてもいい程度

で寒くもない。滑りやすい道を滑ってしまい、

騒然となることもありながらも順調に下り、12時頃三条の湯着。往路と同じ、サオラ峠を経

由して丹波山温泉の登山口へ下る予定だったが、時間と体力を勘案し、後山林道経由でお祭

りの登山口へ向かう。30分程度の山道を抜けると林道に。林道は一部通行止めになっていた

が、人は問題なく通れる。なだらかな沢沿いの道をゆったりと下り、最後は代表者 2 名がバ

スに乗るため駆け下りる。2名は無事バスに間

に合ったので、駐車場から車でお祭りまで迎

えに来てもらい、全員無事ゴール地点である

道の駅たばやまへ到着。のめこい湯で汗を流

し、帰途へ。 

三隅にとっては初めての 70リットルザックで

テント山行、途中バテることもなく自信がつ

いた、いい経験となった。今後も是非積極的に

テント泊山行、特に縦走に挑戦していきたい。 

※皆さんの写真を拝借しました。
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中禅寺湖半周 クリンソウを見に半月山から千手ケ浜へ 

記：山口裕史 

山行日：2021年 6月 12日（日帰り） 

メンバー：L山口裕、青木慎

コースタイム：7時間

立木観音駐車場 7:10～7:21茶ノ木平登山口～8:00 茶の木平～8:47 中禅寺湖展望台～9:22半

月山～9:40半月峠～9:50中禅寺山～10:07阿世潟峠～11:00社山～12:40黒檜岳～14:10千手

ケ浜桟橋

2017 年に見た千手ヶ浜のクリンソウが印象に残っていて、また機会があったら行きたいなと

思っていたところ青木くんが行ってみたいルートだと話があったので急きょ 2 人で行くこと

にしました。当日は予定よりも駐車場に早く着

いたのと未踏の半月山から中禅寺湖半周ルート

で歩きました。

半月山は初めてですが展望はないものの半月峠

へ降る時の雰囲気はなかなか素晴らしい。これ

から登る社山から黒斑岳の稜線の展望。足尾山

塊から皇海山が遠望出来て期待に胸膨らみま

す。

阿世潟からは登り、峠からは斜面が急になります。視界が開け明るい景色になります。春セ

ミの合唱が涼し気でとても良い雰囲気です。

社山までは数組とお会いしましたが、社山以降の黒檜岳までは縦走路を独占状態で気持ちよ

く歩けました。この笹原の尾根歩きは日光の中でも指折りの気持ちよいお勧めルートです。

シロヤシオとシャクナゲは例年に比べて見ごろが早かったようで残念。花の見頃は本当に難

しいですね。千手ヶ浜のクリンソウは多かった気がします。コロナの影響で昨年は人があま

り入らなかったのが影響しているのか？絨毯のように咲いているクリンソウに満足でした。

クリンソウを愛でたらすぐに千手ヶ浜の桟橋へ

急ぎます。ちょうどに来た遊覧船で駐車場に戻

って旅気分。青木くんは足が速く、余裕がある

模様。コースタイムの 5～6 割で歩いているんで

すが…。一回り以上年の差があるとついていく

のがやっと。若さって凄い。自分もさらに鍛え

ねばと思った今日この頃でした。
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足尾山塊 松木川 ウメコバ沢 

L:長田 一樹 会員外

6/13 駐車場 5:10→ジャンダルム 6：00→7:10 ウメコバ沢出合→入渓 7:25F1→8:05F4 高巻き

8:45→8:50F5 登攀 9:50→10:10F6CS10:25→1500ｍ11:05→1550ｍ脱渓 11:10→笹薮トラバー

ス→11:40 1821ｍ1682ｍのコル大休止 12:20→沢入山 12:45→孤高のぶな 13:10→中倉山 13：

20→ローソク岩付近→1200ｍ付近ロスト 14:20→15:50 登山道復帰→16:15 登山道入り口

→15：10駐車場

ウメコバ沢と言うとアイスクライミングのイ

メージだったが最近は沢登りで良く入ってい

るらしい、遡行図は無いが知り合い達が続々と

入渓しており SNS の写真を見ると、綺麗な水と

松木沢渓谷の雰囲気に惹かれてしまい、行って

きました。駐車場は朝から大賑わい 80％が釣り

師の方たちです。遡行でトラブルにならなきゃ

良いなと思っていたがウメコバ沢には魚いな

いそうなので一安心。 

林道ゲート潜って北へ向かい左手の橋を渡っ

て松木川左岸の道をテクテク歩く、松木村跡に

は整備している重機等が置かれていて工事現

場の様相です。自転車に乗った釣り師の人に追

い抜かれる、釣り師の人たちは原付きや自転車

で移動するようです。 

渡渉地点は廃車になったブルドーザーが目印

との事だったので河原に降り立って様子を伺うと上流に堰堤が見える(汗)未だ早かったよう

なので、もう一度林道に上がり先へ向かうと自然と河原に降り立つ感じなり、もう少し進む

と左手から入ってくる沢がウメコバ沢です。水が綺麗で透き通っていますが魚影は無し、こ

の先の支沢には居る模様、出合で準備して入渓 

F1 と F2 は登れないので FIX ロープが垂れている右側から、F3 は登れるが簡単との事なのと

ヌメリが酷いので纏めて巻いて沢に復帰、しばらく歩くと見栄えのする F4！！まるで堰堤の

ようなのっぺりした一枚岩の切れ目から水がドバドバ出ています。アイスなら行けるのでし

ょうが沢登りでは無理、右から巻きますが巻きすぎると F5まで巻いて沢登りでは無くなるの

で注意です。上がり過ぎておかしいと感じて相方と話す GPS 確認すると上がり過ぎ、一旦懸

垂で下降して空身でクライムダウンして確認すると二箇所ほど踏み跡あり、今回は下の踏み
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跡辿ると、落口の真上に出る！高度感が素

晴らしい！！ロープ無しで階段状の岩場を

降りられますが、落ちたら滝の落口から放

り出されるので緊張します。降りてちょっ

と行くとメインの F5！！見えない上部のナ

メ滝と合わせると全長 50ｍとのことだけど

見えている垂壁に近い壁は 25ｍ～30ｍ弱か

な？巻は戻って左岸からです。ロープにカ

ム持ってきたので登ります。下部はⅢ級く

らいなので二人共 10ｍほどフリーで上がっ

て少テラスで準備、ハーケン打ってセルフ、

乾いた所を拾って浅い凹角の右側のクラッ

クにカムが決まりそう、その上は直上と右

上か？右上の方が良さそうだが草が生い茂

っていて見えないので行ってみて現場で判

断する事にして互いに確認してスタート、

クラックにはフレンズ紫バッチリ決まりま

す。凹角左側にもハーケンありましたがア

ルヌン掛けて引いたら曲がったので信用出来ません(笑)上がって足場の良いところで上部を

観察、やはり右の方が良さそうに見える、

クラックがあったのでカムをもう一本決

めてから上がって、右に移動するホールド

は良いので強引にあがれば行けるのかも

しれないが落ちたらかなり振られると思

い戻る、もう一度そのまま上に抜けられな

いか手当り次第触ってホールドを探すが

あまり良くない感じ、足で上げて登る事に

決めてスローパーの奥に薄カチがあるよ

うなホールド掴んで左壁の外傾したスタ

ンスに張って右足を上げると楽になりま

した。立派な終了点が有るのでセルフ取っ

てビレイ解除、相方に登ってきてもらい、

2P目スタート、落口跨ぐので若干緊張しま

すが登り自体は 3級くらいです。ノーピン

で良いかと思っていた時にヌメリに乗っ

たのか？不意に足が滑ってバランス崩す

(汗)何とかバランス立て直しましたがビ
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ビりました(笑)リンクカムで一箇所

支点を取って上に抜けて終了、肩絡み

で確保してロープ畳んで F6CS 滝へ、

CS 右側が登れるとの情報だが絶対に

シャワーになる(汗)取り敢えず右壁

伝って取り付こうとしたが茶色のヌ

メリが酷くてとてもじゃないが登れ

ないクリーニングしていると相方が

「CS 岩の下潜って取り付けばイケん

じゃね？」と！！「おっ！そうか！」

と思って行ったらそちらは苔でも黒

くしっかりした苔で滑らない！行け

るとカッパ無しでシャワーに突っ込

んで行ったがホールドスタンス確認

していると急速に身体が冷えて来て

退却、カッパ着直してもう一度チャレ

ンジして突破する。

フォローには念の為ロープ出して肩

絡みで確保、上がって来たらロープ仕

舞ってカッパ脱いで上部へ、この後は

滝も無いので普通にゴーロ歩きです。最初の二俣は右、次は左その次も左で上がったのです

が、このまま詰めるより左手にトラバース気味に上がってコルに出たほうが無駄に標高上げ

ないで済むんじゃないかとなり水汲んで脱渓する。左手の笹薮の低い所を狙って上がり適当

に歩いていると考える事は皆同じなようで踏み跡があり辿って行くとコルの下部まで導かれ

る。コルの下部から直登してコルに出る。視界が開けてのんびりした場所です。仁田元沢の

下降で降りる予定だったのですが、お湯沸かしてカップラーメン食べてのんびり周りを眺め

ていると思いの外、良い景色（標高は 1600m ですが何だか南や北アに居る感じです）で開け

た稜線を見ていると、中倉山経由して登山道で降りたくなって来て相談、快諾を得て、ちょ

っとした縦走気分を味わいながら歩く、樋渡さんの山行写真で見た孤高のぶなも見られて満

足！中倉山から下ると木が生い茂って来て景色も無くなり、面白みが薄れて結果、集中力を

失っていたようでした･･･ 

ロウソク岩の付近で道をロストする、GPS を付けていたので不安は無かったが、自分と相方の

下山路の認識が違ったのと踏み跡を追ったのが間違いでした。相方は登山道で戻る又は登山

道外れるなら 1146 ピークを辿って尾根から沢に降りて最後堰堤巻いて林道へと思っていた

ようだが、自分は1146ピークと 1017ピークを繋げて送水管橋の所に出ると認識していた為、

話が噛み合わず余計な残業をしてしまいました。孤高のぶなで会った仁田元沢パーティーの

声が左側から聞こえていたので、おそらく登山道以外の下降路も有ったのでしょうが、ウロ

ウロして疲れたのと未確定な場所に行ってヘッデンだと身動き取れなくなるので登山道へ復
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帰する為の行動を再開する。トラバースで戻れると簡単思っていたが岩峰が出てきたりザレ

た急斜面が出てきたりで登り返す事数回、一時間半以上掛けて登山道に復帰する。計画を途

中で変えてしまったのに、尾根の縦走が気持ちよくてポヤポヤしてしまい、下山路の認識の

摺合せを疎かにしたのが今回の原因でした。 

ウメコバ沢はアプローチが林道で長いのですが水は

綺麗で滝は巻も直登も面白いし何より景観が素晴ら

しい所でした。 

＊滝は連続しているのを個別にすると分からなくな

る（F5が F9になったり）ので最近の投稿に合せてい

ます。鹿やクマにイノシシが結構います。水は最低限

フィルター濾過して、出来れば煮沸したほうが安心

です。 
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権現岳

畑野 順二 

◆山行日：2021年 6月 17日（木）-18日（金）

◆山行者：畑野じ・兼堀よ・四宮・大門・新島

◆コース：

6月 17日 権音平 8:10-雲海 9:15-押手川 10:10-11:45 青年小屋 12:25-権現岳 13:55-青年小

屋 15:20 

草加は、今にも雨が降りそうな天気だ。茅野市の天気予報は、曇りのち晴れで天気が良い 

ことを信じて出発する。笹子トンネルを過ぎると晴れていた。 

今回もテント泊で、荷物が重いので、権音平からゆるりゆるり歩きだす。 

なんで、ポツリポツリ雨？青年小屋に着く前から雨が降り初め、テントはイヤだな～と思い

青年小屋は完全予約制だが、小屋の人に聞く

と今日の宿泊者は定員以下なので、テントか

ら小屋泊りに変更する。 

天気が急に良くなり青空が見えてきた。明日

の天気予報は曇りなので、計画では明日に権

現岳の往復予定を変更し今日行くことにし

た。 

あ～あ～権現岳に着く前から、またもや雲が

出てきて雨が振り出す。権現岳に着くが何に

も見えなく、ガックリで下山していたら天気が良くなる。 

6月 18日 青年小屋 6:05-権現岳 7:40-9:00青年小屋 9:20-押手川 10:30-雲海 11:15-権音平

12:15 

朝、起きると八ヶ岳ブルーの晴れだ。小屋からは雲海に浮かぶ富士山が見えた。朝食後、 

もう一度、権現岳に行くことにした。 

少し登ると、北アルプス・南アルプスなど見ることができた。 

権現岳からは、昨日見ることが出来なかった、編笠山・赤岳・横岳・硫黄岳を見ることが 

でき、また綺麗な高山植の花を見えて、大満足で下山した。 
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湯ノ丸山

畑野 順二 

◆山行日：2021年 6月 25日（金）

◆山行者：畑野じ・畑野ひ・兼堀よ・兼堀え・杉山・澁谷

◆コース：地蔵峠 8:05-あずまや 9:05-10:10 湯ノ丸山 10:40-鞍部 11:20-臼窪湿原 12:40-地

蔵峠 13:00 

今回は、レンゲツツジで有名な湯ノ丸山へ行きました。 

地蔵峠からのスキー場を登る、けっこうな急な登りで、ふくろはぎが伸びて痛いぐらいだ。 

やっとリフトの終点を過ぎると、待ってましたツツジ平だ。レンゲツツジがちょうど満花こ

ろで、なかなか先に進まない。 

また、チョット歩いたら牛が放牧されて

いて、またまた立ち寄りし、あずまやで休

憩して湯ノ丸山へ向かう途中にも、ズミ

が咲いているし、高山植物の花も楽しむ

ことが出来ました。 

湯ノ丸山で、早い昼食後に烏帽子岳方面

に下山し、鞍部から地蔵峠に下る途中に

もレンゲツツジ・ドウダンツツジを見な

がら歩くことが出来て楽しい山行でした。 
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白水沢左俣左沢から甲子山へ 

記：山口裕史 

山行日：2021年 6月 26日（日帰り） 

メンバー：L沼田、石川、山口裕、会員外 2

コースタイム：6時間 25分

甲子温泉 8:23～8:30 白水沢～10:30 左俣、右俣出合～13:18 甲子峠分岐 13:30 甲子山 13:45

～13:50甲子峠分岐～14:45 甲子温泉 

シーズン初の沢泊予定でしたが、日曜の天気予報が悪かったため日帰りの沢登りに変更。

遠出して白河から甲子温泉へ向いました。

最初の白水の滝が白っぽい岩で沢水もきれいなのでなかなか見事な景色で期待できます。序

盤は緩やかな沢に何ポイントか滝があ

り、ほぼ登れて楽しめます。水がきれい

で釜が青々としており魅力ある渓相。も

う少し暑ければ釜に入って遊びたかっ

たところだ。途中の大滝では興味半分で

滝に打たれてみたり。

二俣を過ぎると様相が変わり小滝が連

続する登りになってきます。こちらも快

適に登れました。最後は笹漕ぎが待って

いるがこれも 20 分もせずに登山道に突

き上げられて楽チン♪やっぱ詰めが少ないのは良いですね～。

ピークの甲子山も近く、ちょっと往復してみようかというのがピークハンターとしてはイイ

沢です。山頂からは展望が良く三本槍が大きく見えました。沢も良かったですが、甲子温泉

から那須連山への縦走もしてみたい。残念だったのは、秘湯を守る会の甲子温泉の大黒屋の

立ち寄り湯が 15:00 まででギリギリ間

に合わなかったこと。今回は結構休憩を

長く取っていたので、もう少し短くして

秘湯の湯につかりたいです。
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大鹿川平ノ沢（ズミ沢）から滝子山 

L:長田 一樹 会員外

7/11 道証地蔵付近駐車スペース 7:50→入渓 7:55→9:40 大滝 2 段 12ｍ9:50→3ｍナメ滝→ナ

メ床→10:15脱渓大休止10:35→11:55滝子山頂上12:00→12:15登山道尾根道大休止12:45→

迂回路下山→14:25 道証地蔵付近駐車スペース 

最近仕事と天気の都合で歩けて

いない、出来るだけ距離が稼げる

所と思ったが、梅雨終盤特有の午

後からの雷雨が気になり場所を

決められずにいたが、ほぼ樹林帯

で大月から近く未だ行っていな

いズミ沢に前日夕方決定。地形図

プリントして東京起点 120 を見

てと思っていましたが（笑） 

到着して準備していると若人 2

人 P が来る、挨拶して先に入渓、

ほぼゴーロ歩き、若干ゴルジュっ

ぽい箇所出てきてテンション上

がるが、基本的には 5m以下で 2m

くらいの滝というか大岩の通過

で飽きてくる。。。橋を超えて変わ

るかと思ったが変わらず、ほぼゴ

ーロ歩きで面倒になり纏めて巻

こうとすると登山道に出てしま

う（汗）ようやく滝らしい滝が出

てきたと思ったら、もう 12ｍ滝で

した。うーん 20ｍロープだと役不足そう（汗）120 を読まずにきたので 20ｍロープしか持っ

てきていない、右バンド上がって左方向に抜けるのが楽そうだけど水流右から行けそうとフ

リーで取り付く、当初は濡れたく無いので若干右方向に巻き気味に登ろうとしたがナメてス

タンスホールド無いので、戻ってみると左手上方向に残置ハーケン 2箇所あり、BDのナイフ

ブレードとアングルで比較的新しそう、有るならロープ出せば良かったと思ったが遅いので

濡れるのを覚悟で登る体感Ⅲプラス、後続にはロープ出して肩絡み。その先も解らないので
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コンテで登攀、木と残置

ハーケンで 2 箇所取って

上がって終了、ここから

先は渓相も変わりワクワ

クする。3m ナメ滝はフリ

ーで自分が右のクラック

登ろうとして落ちたので

相方が真ん中挑戦するも

落ちる、比較的カンタン

そうな左のクラックとい

うか細かいホールドスタ

ンス繋げて抜ける。滑床

が続いて気持ち良いなと

思っていたら遡行終了

点。。。 

沢の距離が短いから滝子山行くつもりだったので上がって大休止しつつ装備解除して干す、

靴履き替えてマッタリしてからスタート、低山樹林帯だから暑くて無風で大変だろうと思っ

ていましたが、沢沿いの広葉樹の森の中の登山道は涼しくて想像と全然違っていました。 

沢から離れるルートとなり、ここからはなぁ

（汗）と思っていたら尾根道は森林火災対策

なのか？気持ち良く開けていて風も通り過ご

しやすい、滝子山頂上では青空と雲と日差し

が、否が応でも夏を感じさせる。岩稜帯の為

どうにも暑くて居られなかったので降りて、

気持ちの良い広い尾根道の端でランチ休憩に

する。そう言えば知り合いが滝子山の寂ショ

ウ尾根登ってハンモックで昼寝していたな？

と思い出しました。ここでやったらさぞ気持

ち良さそうだと思いましたが午後からの雷雨

が心配なので昼寝は無しで下山する。降りる

に連れて熱くなる、暑いし沢沿い戻ろうかと

思いましたが、少しでも距離伸ばせるので歩

いていない迂回路通って下山する。新しく投

入した下山用のトレランシューズはグリップ

もそこそこで軽いしクッションも良くて買っ

て良かったと納得する（笑）都留のよりみちの湯でお風呂入って帰宅。最近ツメと下山の登

山道で良い思いをするので久しぶり縦走とかしたくなりました！ 
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思い出のザック ２０２１年７月５日 松浦 剛 

私には最も思い出深いザックがある。このザックは私が２６歳の冬に買ったもので、以後３

２歳でヒマラヤのトレッキングに行くまでお供してくれた、歴戦の勇士である。このザック

は登攀用のアタックザックとして買ったもので、初めての山行は西丹沢の冬２月のザンザ洞

沢であった。雪の付着した青く凍った滝と、吹き溜まった深い雪に悩まされたが、岳友と共

に何とか登り切った。当時は８本爪アイゼンと長いシャフトのピッケル、そしてカシン型の

ハンマーしか持ち合わせていない時代であった。

この後２６歳でこのアタックザックを担いで、４月

に奥多摩のバズカリ尾根にある「つずら岩」ゲレンデ

に一人で岩トレに行ったが、ここで都岳連に入って

いる北斗山岳会と出会い会員となる。当時私は日立

製作所亀戸工場の山岳部長をしていたが、岩登りが

出来る部員も居ないのと、自分が部長としてもっと

実力ある登山者になりたくて岩トレに向かった。北

斗山岳会に入ってから以後は、毎週のようにつずら

岩その他で、ザイル操作と岩トレに励んだ。夏休みに

は亀戸工場山岳部として横尾にベースキャンプを張

り槍穂を登ったが、その折に槍ヶ岳の小槍と穂高の

滝谷を登攀した。初めての本番の岩登りのトップは

怖かったが、自信もつき充実した山登りとなった。 

以後は９月に谷川岳幽ノ沢のⅤ状岩壁と北岳バットレス第一尾根と四尾根正面ピラミットフ

ェース、第四尾根を登攀したが、その後の秋はどこも登らずに過ごした。そして冬には穂高

明神岳の合宿で明神岳東陵を登ったが、大雪で命からがら下山した。ザイルは凍り付き針金

のようになり、瓢箪池のベースキャンプは雪で埋まり、テントの姿もなく何とか掘り出した。

前年秋に結婚する事を決めていた私は、死んではならないと思う様に為り冬山の登攀が怖く

なり、以後３月初めまで登攀が出来なく為った。 

２７歳、３月初め厳冬期最後の日に意を決して、谷川岳に入り一ノ倉沢の一の沢を登り東尾

根を登攀し、茂倉岳に縦走しビバークし、翌日土樽駅に下山した。これにより心が決し４月

末より雪の穂高に入り、屏風岩を２ルート登攀し、一ノ俣を登り残雪の常念岳西尾根を登っ

た。 

以後の代表的な思い出としては谷川岳の一ノ倉沢で、フリークライミングとしては最高ラン

クの烏帽子沢奥壁の凹状ルートと、人工登攀を交えた日本で最も困難と云われた一ノ倉沢衝

立岩正面岩壁を登攀した。この後に結婚し仕事も多忙となり山にも行けなくなった。翌年の

思い出のアタックザック 
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４月末に工場の山岳部員を連れ八ヶ岳の赤岳西

壁主稜を登り、秋に一ノ倉沢烏帽子沢奥壁中央カ

ンテを登攀し、その後は私と妻の両親に散々叱ら

れ、本格的な登攀は行わないようにした。やがて

田中角栄首相による列島改造論なるものが出て、

我々の亀戸工場を田中首相お膝元の新潟移転と

なり、私は日立退社する。 

その後新会社を５人で立ち上げたが、３２歳の時

に山登りを諦めるために、ヒマラヤのトレッキン

グに参加したが、このネパール行がこのザック最

後の活躍場所となった。以後このザックを担いで

山を登ることも無かった。ザックに書いてある文

字はネパール語で、同行のシェルパのサーダー

（隊を仕切る親方）のサインである。こうして私

の最も充実した山登りの時期を共に過ごしてく

れたザックはその寿命を終えた。 

北穂高岳・滝谷のスケッチ画 

一ノ倉沢にて思い出のザックと共に
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思い出の山行計画書  ２０２１年７月１５日 松浦 剛 

青春時代の私の登山史料を整理していたら、思い出深い山行計画書が出て来た。この２枚の

登山届は私が２７歳の３月９日と６月１５日に谷川岳登山センターに提出したものである。

一ノ倉沢衝立岩正面壁の登山届には群馬県警の承認印が押してあるが、 

一ノ倉沢衝立岩登攀登山届書 谷川岳東尾根登攀登山届書 

一ノ倉沢の衝立岩正面岩壁 谷川岳・東尾根の雪稜とオキノ耳 
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東尾根の登山届には承認印が無い。この２枚の登山届は全く同じ東京都山岳連盟（都岳連）

指定の、谷川岳の危険地帯の登山をする際に提出を義務づけられた登山届書である。東尾根

は登山センターの群馬県警担当警官から登山認可が降りなかったので承認印が無い。故に私

は厳冬期最後の日に谷川岳東尾根を無届登山をしたことになる。 

この２枚の登山届を出して登ったクライミングは、私にとっては今でも忘れられない思い出

として残っているので、登山届を残して置いたのであろう。東尾根は一ノ倉沢とマチガ沢に

挟まれた岩稜で、積雪期は急峻な雪稜となり２つの岩峰もある。 

東尾根登攀後、国境稜線にて      東尾根の雪庇のトラバース 

１，谷川岳東尾根 

今見ても実物の登山届書は２枚とも全く同じで異なる所はない。しかし３月９日に谷川岳登

山センターに提出した時「登山届書は今年から新しい書面になっているので、昨年の古いこ

の登山届書は受け付けられない」と群馬県警の山岳担当警官から東尾根を登る為の一ノ倉沢

への入山を拒否された。私は此れは正しい都岳連の登山届書である事を説明し、かつ登山届

書は出す事に意味があり、書面の違いで拒否するのは不当である、と抗議したが受け入れて

もらえず、私と警官は大喧嘩となってしまった。 

同行の梅ちゃんは心配そうに私を見ていたが、谷川登山センターを出ると直ちに梅ちゃんに

このまま登ろうと決心を伝えたが、彼も同意したのでそのまま雪の中を一ノ倉沢へ向かった。

警官二人は一ノ倉沢入口までは付いてきたが、さすがにそれ以上は付いて来れないので、そ

のまま一の沢を登り東尾根の登攀に入った。強風の中半日で登り、そのまま茂倉岳へ縦走し

たが、ホアイトアウトの中、雪稜の雪がアイゼンに付着し団子となり、スリップの危険があ

ったので雪洞を掘りツエルトをかぶりビバークした。翌日は天気も良く、いい気になって茂

倉岳の急斜面を万太郎谷に降ったが、同行の梅ちゃんが雪に足をとられ足の骨を折ってしま

う。梅ちゃんと二人分の荷物を背負って何とか土樽駅にたどり着いたが、最後はとんだ無届

登山となってしまった。 
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２，一ノ倉沢衝立岩正面岩壁 

６月１５日の一ノ倉沢衝立岩正面岩壁のクライミングは、谷川岳登山センターから認可が出

て一ノ倉沢に向かった。この岩壁は当時日本で一番困難な岩壁であり、この為に登る前一週

間は不安でならず、会社にいても何度も心の中で「衝立岩」とつぶやいていた。過って衝立

岩正面岩壁の第２登を目差した２人のクライマーが、第二ハングで墜落して遭難し宙吊とな

った。オーバーハングした岩壁からは４～５ｍもクライマーの体は離れてしまい、遺体の回

収は困難と判断され、自衛隊の銃の発砲によるザイル切断と云うセンセイショナルな方法が

取られた。これ等の状況は逐一ニュース映画で放映されたが、高校生であった私も宙吊にな

り、銃の発砲で黒い遺体が墜落する恐ろしい場面を見る事に為った。この様な恐ろしい岩壁

に自分が登る決心をしたのも不思議であった。先輩が私に衝立岩を登ろうと誘ってくれたが、

躊躇している内に先輩から事情で登れなくなったと云われる。しかしその時には覚悟を決め

ていた私は、同じころ入会した梅ちゃんが代わりに同行を求めて来たので、私は先輩に頼る

ことなくリーダーとしてザイルパートナー梅ちゃんと、日本一困難な岩壁を登る事にした。 

３ｍ張り出した第一オーバーハング出口     登攀後の衝立岩の頭にて 

５月に穂高の屏風岩東壁の六級ルートを登った私は、六級ルート最難関の衝立岩正面岩壁も

登れるかも知れないと錯覚したのであろう。岩壁には４ヵ所のオーバーハングがあり１２ザ

イルピッチに区切られていたが、時間短縮の為すべて４０ｍザイル一杯に伸ばし、８ピッチ

８時間で登り終えた。人間覚悟を決めると案外恐ろしさに耐えられるが、岩壁の中頃に５ｍ

程わずかなスタンスでトラバースするところが在り、眼下の２００ｍ下の一ノ倉沢の沢床を

見ながらのトラバースは恐ろしかった。第一オーバーハングは３ｍ屋根型に張り出しており、

仰向けになって登っている私の背中の下は、一ノ倉沢の沢床であった。このクライミングは

おそらく先輩が誘ってくれなければ、実行して居なかったであろう。平均斜度が９０度に近

い正に垂直な岩壁である衝立岩正面岩壁は、とても自ら登ろうとは決心できない。一ノ倉沢

で初めてこの岩壁を見た時は、とても人間の登る岩壁とは思えなかった。しかしやがてクラ

イミングの経験と技術が身についてくると、その恐ろしさも克服してしまう事を味わった。
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裏銀座～槍ヶ岳～上高地

畑野 順二 

◆山行日：2021年 7月 15日（木）～7月 20日（火）

◆山行者：畑野じ

◆コース：

7月 15 日 

高瀬ダム 6:50-烏帽子小屋 11:35 

北アルプス三大急登のブナ立尾根を歩き始めすぐから、流れるように汗がでる。 

やっと烏帽子小屋につくと一面の霧になり、烏帽子岳は諦める。 

7月 16 日 

烏帽子小屋 5:05-野口五郎岳 8:20-水晶小屋 11:25-水晶岳 12:05-水晶小屋 12:40- 

雲ノ平 16:06 

いよいよ、裏銀座から槍ヶ岳への縦走が始まる。 

野口五郎岳からの槍ヶ岳です。遠いな～ 

やっと来ました水晶岳からの黒部五郎岳です。 

今日は、コースタイム 9時間で、ヘトヘトに 

なり、雲ノ平まで歩く。 

60 歳を過ぎて、体力が落ちて、コースタイム 6時間ぐらいが限界かなと感じた。 

7月 17日 

雲ノ平 6:05-鷲羽岳 9:40-三俣山荘

11:00-三俣蓮華岳 12:20-黒部五郎小屋

14：06 
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まだ、昨日の疲れが残っているので、ゆるり

ゆるりと歩き始める。 

鷲羽岳からの槍ヶ岳です。だいぶ近づいてき

ました。 

三俣山荘で、どんぶりの昼食を頂き黒部五郎

小屋に向かいました。 

7月 18 日 

黒部五郎小屋 6:45-三俣蓮華岳 9:00-双六岳 

10:40-双六小屋 12:05 

黒部五郎岳へ登る予定でしたが、2日目の 

疲れが残り、まだまだ先があるので、カール 

入口まで歩いていく。 

残念ながら、コバイケソウは咲いてない。 

双六岳からの槍ヶ岳です。やっと近づいてきました。 

双六岳からの下りは、夏道は残雪で通行止め

で、春道を下る。 

7月 19日 

双六小屋 5:00-千丈乗越 9:40-槍ヶ岳山荘 

11:00-槍ヶ岳 11:25-槍ヶ岳山荘 12:15 殺生ヒ

ュッテ 12:40 

最後の山の槍ヶ岳へ向かって行くが、穂先 

は、雲の中で、山頂まで行くか悩みながら歩い

て槍ヶ岳山荘につくころから、霧が流れて 

きたので、予定通り登ることにしました。 

7月 20日 

殺生ヒュッテ 5:00-槍沢ロッジ 8:40-横尾

10:05-上高地 13:30 

無事に上高地まで歩くことができました。 

6 日間の長い山行を歩くことができ満足しまし

た。 
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白山（２７０２M） 

◆山口敏雄さん百名山達成山行

山行日：2021年 7月１５日から 17日 

メンバー：L鎌形瑞枝、大門京子、兼堀善和、山口敏雄、渋谷久美子、宮澤明音、出口栄子

コース：7/15 5:30獨協大学前駅―関越―上信―北越―金沢西 IC 白峰温泉高原泊

7/16民宿 4:30―市ノ瀬ー別当出会 登山口出発―甚之助避難小屋―南竜山荘泊 

7/17宿 5:00―室堂―御前峰山頂―池廻りー室堂―弥陀ヶ原―観光新道― 

  別当出会 14:00 白峰温泉入浴 金沢西 IC―草加 IC 帰宅 

第 1日、2日目 

7月 15 日～16日                       記：大門 京子 

山口敏雄さん、花の白山で百名山達成！する。山行に一緒に行けることが出来ました。 

台風、コロナで中止が続き今回の計画鎌形さんありがとうございます。 

15 日朝早く出発し、白峰温泉にも早く着く。宿の近くの「林西寺」で白山御本地仏を拝観。 

16 日、朝 5時半おにぎり弁当を持ち、前夜発の山口（ひ）チーム 5人と別当出会いで合流。

砂防新道コースを登り始める。蒸し暑さと急登が続き、流れる汗で体力消耗。花を見ながら

ゆっくり歩く。南竜道分岐から平行移動になり、南竜山荘には午前中に着く。一休みして別

山往復に 3人が行くが他は元気なく断念。 

午後地元の人にすすめられた南竜庭園を散策する。湿地帯にハクサンコザクラ、クロユリ

等が咲き、ゆっくりと花の中で時間が過ごせました。 

別山から帰る 3 人を待ち、夕食前に前祝の乾杯をする。明日は皆無事で登頂に頑張りまし

ょう。 

第３日、白山（２７０２M） 
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2021 年 7月 17日                       記：出口 栄子 

 今日はいよいよ室堂センターを経由して白山御前峰頂上を目指します。 

山小屋の朝食は頼まずに、５時出発。別動隊（南竜山ケビン泊）５人は少し後から向かうと

の事。歩き始めて直ぐの雪渓ではアイゼンを着けて渡りました。3年振り？に着けるのでジタ

バタと言う感じ。履いて渡る時間と着けるのに要した時間、どっちが長かったろうか？ 

登り始めて思いの外の急登が続く。天気が昨日に続いて良好。リーダー鎌形さんは９月に

来たことがあり、今度は花の沢山咲いている白山を期待しての 7月の計画。花音痴の私でも、

キヌガサ草、クロユリ、ハクサンコザクラ、バイケイソウ、コバイケイソウ、イワカガミ、キ

スゲ、ハクサンチドリ、ハクサンフウロ、ササ百合、ホトトギスという名前を興奮して渋谷

さんが叫び、鎌形さん、大門さんの解説の後、宮沢さんが写真を撮る姿は花の白山の面目躍

如。そこかしこに群生している花々を見続ける登山でした。 

宿を出て、1 時間半ほどで室堂に着きました。ここで荷物を軽くして御前峰に向かいます。 

３０分余りで頂上の社に到着。山口敏雄さんが両手を挙げて笑顔を浮かべメンバー皆に振り

返って喜びを伝えました。山口（ひ）リーダーの５人と合流して百名山記念の写真を撮り、

その後池廻りコースを迂回して 9 時過ぎに室堂に戻りました。待っていた兼堀さんの顔や腕

が真っ赤で、今日の日射しの強さを物語っていました。 

土曜日で人気の白山は人だらけでした。弥陀ヶ原を通過しての帰りのコースは暑さで全員

参りましたが、無事登山を終えて夜中に帰宅となりました。 

2 年前に息子の裕史さんが北海道で百名山を達成した後、念願の父親敏雄さんの百名山記

念登山に参加出来て嬉しい限りです。ありがとうございました。 
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白山・別山・天生湿原 

記：山口裕史 

山行日：2021年 7月 16日-別山 17日-白山、18日-天生湿原 

メンバー：L山口裕、浅倉、鈴木勝、青木慎、松田弘

コースタイム：

15 日 20：00 草加発～川口西 IC～外環～関越～上信越～北陸～白山 IC～16 日 4:00 別当出合

駐車場着（仮眠） 

16 日 9時間 20分（休憩 1時間 12分） 

別当出合 6:00～6:37 中飯場 7:00～7:52 別当覗～8:42 甚之助避難小屋 8:52～9:16 南竜分岐

～9:43 南竜山荘～10:55 南竜ヶ馬場野営場（ケビンで出発準備）11:00～11:40 油坂ノ頭～

12:55 別山 13:05～13:13御舎利山 13:19～15:00南竜ヶ馬場野営場 

17 日 7時間 30分（休憩 1時間 25分） 

南竜山荘 5:30～6:43 トンビ岩～7:05 白山室堂 7:25～8:07 白山 8:23～8:48 翠ヶ池 8:59～お

池めぐり分岐 9:00～9:27白山室堂 9:50～10:00弥陀ヶ原・エコーライン分岐～10:36 殿ヶ池

避難小屋～11:42 別当坂分岐～12:52別当出合 

18 日 3時間 15分（休憩 45 分） 

天生峠5:40～6:05天生湿原北側分岐～6:20カラ谷分岐～6:54木平分岐～7:19籾糠分岐7:42

籾糠山 8:00～8:16籾糠分岐～8:46 ミズバショウ群生地 9:00～9:14 天生湿原～9:40 天生峠 

一昨年私が百名山完登してから父の百名山完登（最後の白山）が 1 つの目標でした。計画

するも天候不良で中止、昨年はコロナの影響で登山を自粛しなければならないご時世に

なってしまい 2 年が経過し今年に至りました。今年も鎌形さんが、前泊別当出合から南

竜山荘泊で計画を立ててくださったおかげで、私は平瀬道から南竜テント泊で合流する

計画を進めることができました。ただ今年もすんなりとはいかせてくれません。5 月に入

り計画を詰めていると野営所トイレ改修工事でテント場が行く時期に使えないことが発

覚、急きょ南竜ケビン泊へ変更。さらに登山 5 日前に平瀬道に入る道路が落石で通行止

めになるアクシデント。西側の別当出合まで 7 時間かけて回り込み、ほぼ仮眠無しで白

山を目指すことに決定なりました。

登山日、4 時に到着し仮眠後、無事に鎌形

さんチームと会えて登山開始。9 時過ぎに

南竜山荘に無事に到着。朝着の寝不足も

あり当初の予定の別山往復は、松田さん、

青木くんと 3 人で向かうことにします。

別山までの稜線は長いですが人にほとん

ど会わずに山を独占。別山からみる白山

は本当に立派な姿で花が咲き誇る稜線歩

きを楽しみました。別山下山後山荘前で
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盛大に父の百名山達成の前祝いをやりましたが、このような時間が皆で共有できるのは

本当に嬉しいことです。

2 日目、鎌形さんチームに先行してもらい、30 分後から出発します。いきなりの雪渓登

りですが慎重に歩けばアイゼンの必要もなく、たっぷりと休憩を取りながら登ります。最

後の大きな雪渓を渡りきり室堂へ到着。荷物をデポして全員で山頂に向かいました。室堂

付近はお花畑、特に黒百合の大群落に感動しました。澁谷さんのうしろを歩き花の名前を

教えてもらいながら歩を進められたのが良かった。そして 30 分程で山頂に到着。山頂か

らは北アルプスの稜線が全て見える最高の天気に恵まれ父もご満悦。

登頂後は時間もあったのでお池巡りをします。晴天のため、池は真っ青で雪渓とのコント

ラストが見事、雪渓周辺は花も満開です。

私が羊蹄山で日本百名山全山登頂してから 2 年。親子揃って全山登頂できたことが嬉し

くもあります。これも草加山の会の仲間と一緒に登ってこれたからこそで会の皆さまに

この場を借りてお礼申し上げます。今後百名山を目指す人もいるかと思いますが、多少な

りともお力になれればと思います。

3 日目の天生湿原は青木くんが選んだ山で私はノーマークでした。当初は平瀬道から白山

に登る予定だったため、西側から入ることになり天生湿原はかなり遠い。どうしようかと

思いましたが、下山も早く高速を使えば白川郷まで十分行けると判断し決行。予定してい

たキャンプ場までは間に合わないため、天生湿原の駐車場泊に切り替えたおかげで逆に
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スムーズに事が運びました。

天生湿原は植生保護の協力金を支払い

ますが、それに見合う以上に登山道が

整備されていて、心配なく歩けました。

地元の方の保護への努力が伝わってき

て感謝しかありません。人によって意

見は分かれるかと思いますが、山に登

るときの協力金って大切だなと感じま

した。整備するのは本当にお金かかる

ことだと思います。

天生湿原の朝霧のかかった雰囲気は幻

想的で美しかったです。広さ的には尾

瀬の規模ではないですがワタスゲとキ

スゲが満開で見所が凝縮されていま

す。

ほぼ展望はない道中ですが、山頂に立

つと東側の展望がバッと開けます。標

高 1700m 程度の山であるにもかかわ

らず、穂高から劔岳まで北アルプスの

峰々が一望できるのはなかなかないで

しょう。青木くん本当に良い山選択してくれてありがとうございました。また良い山行き

ましょう。
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神宮川 笹ノ沢～水晶ナギ～雨乞岳 

L:長田 一樹 会員外

７/１８ 駐車スペース 5:50→6:15 堰堤(準備)6:25 入渓→6:30F1 右巻き→F2 直登→25ｍ滝

巻→三段 35ｍ巻→2条 8ｍ→小ゴルジュ帯→7ｍCS→12ｍ滝左岸巻→二俣(右俣選択)→12:303

稜線 1690ｍ付近→13:15 水晶ナギ雨乞岳分岐→14:00 雨乞岳 14:35→14:55 水晶ナギ雨乞岳分

岐→ホクギの平 15:35→17:30 駐車場 

ここの所、沢登りでもピークを踏めて更に縦走気分も味わえているのでシリーズ化しつつあ

るというか序にピークを踏むのが当たり前になりつつある(笑)なので今回は縦走というかピ

ークを踏む為に寄り道です。 

12時間行動になるので前夜発です。5 時

起床して移動後(最後の橋が流されたの

で場所変わっています。手前左側に二台

スペース有り、右上に一台、手前にも何

台かおけるスペースありました)、朝食

取って準備して出発、暫く歩くと巨大堰

堤出現！神宮川本流の堰堤ですが、今日

は左岸から入る支沢の笹ノ沢に行きま

す。F1から勢いよく水がドバドバと流れ

込んで来ている(笑)装備付けて入渓。 

堰堤からも巻けるようですが、右側から小さく巻いて F2

へ、水はそんなに冷たくないのでシャワーで快適に抜け

るが朝イチなので若干寒い、大きい滝や見映のする滝が

出てくるのだが 8割方登れないので巻く事になる。渓相

は凄く良いし天気も良いので気分は良いのですが滝

が。。。消化不良のままツメへ 

稜線で着替えたり靴を履き替えつつ休憩していると後

続 Pがやってきて休まず通過する。 

こちらも休憩も終わったのでもう一つの目的水晶ナギ

へ！！ 

遠くからでも樹林の間から白い地面が見えてくる、山の

中に現れたビーチのようです！2箇所あり、折角だから

真ん中歩いてみるが、日差しと照り返しで暑くて暑くて
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仕方が無い、大汗かきつつ分岐まで、デポ

して行けば良いねと言っていたのに、ど

うせなら歩荷兼ねて登ろうぜ！となる

(笑)大して標高差は無いだろうと思って

いたのだが 300ｍ有って急登でした(大

汗)すれ違った登山者が「絶景貸し切りで

すよ！」と声を掛けてくれる。 

頑張って登ると眼下には白州の町並みに

八ヶ岳などなど普段は目にしない山々が

目前に広がる！思いの外、風は涼しく湿

気もあまり感じない、高原のような感触を味わいつつ何時ものカップラーメンランチを堪能

したら下山が非常に長いので、そそくさと下山開始。 

分岐まで戻るとホクギの平まで淡々と同じような

樹林帯の中、高度を下げる。 

新しくなった登山口まで行くと遠回りになるので、

途中から廃道になっている、旧登山道を見つけなく

てはイケないのだが目視では解らず GPS を頼りに

強引に下る、地形図を見ると急な斜面だが広い尾根

そうなのに、現れた尾根はザレて痩せた尾根。。。や

っちまったかと一瞬反省しましたが、その先は何と

かなりそうなのが遠目に解り慎重に下る。 

そこだけが異常に悪かっただけで後は元々登山道

だったので快適でしたが途中から倒木ランドと化

す、コレが原因で廃道になったのかなと思うくらい

の倒木を避けて林道に復帰する。林道を駐車場所ま

でテクテクと戻る。 

甲斐駒ケ岳の登山者とキャンパーで尾白の湯

は混んでいそうだったので、むかわの湯で汗

を流して十兵衛でロースカツ定食を食べて戻

りました。(十兵衛さんコロナ対策で 3人以上

のグループでの利用は無理そうです) 

渓相はかなり良く、水も綺麗でそれほど冷た

くもなく、良い沢なのですが如何せん巻が多

く、しかも巻も余り良く無いのに加えて下山

が長いとなると再訪は難しいかなぁと思いましたが、泊まり沢としてなら有りかもと、リー

ダー部山行の釜ノ沢が終わった今は少し考えが変わりました。 
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尾瀬（アヤメ平・至仏・尾瀬ヶ原） 
山行日 R3.7.23～24  記：遠藤みゆき 

メンバー：浅井照（L）浅井祐子（SL）兼堀善・兼堀恵・

渋谷・小林い・下川・畑野仁・遠藤・杉田（試）・林（試） 

コースタイム 1日目：6時間 25分 2日目：5時間 38分

1日目：鳩待峠(9：09)→横田代(1：48)→アヤメ平(11：52)→富士見小屋跡→竜宮十字路

(14：53)→尾瀬ヶ原(15：10)→山の鼻→尾瀬ロッジ(16：23） 

2日目：至仏組 尾瀬ロッジ(4：50)→至仏山→小至仏山→オヤマ沢田代→鳩待峠(15:08) 

尾瀬ヶ原組 尾瀬ロッジ→尾瀬植物研究見本園他散策→鳩待峠合流 

今回はお試し山行で杉田さんと林さんが同行しました。1日目はアヤメ平を全員で散策し

ました。渋谷さんが花の名前をいろいろ教えてくれました。姫百合、日光キスゲ、ワタスゲ

など覚えきれません。暑くてバテかけた時に丁度のタイミングで冷えたとうもろこしやゼリ

ーが出てきます。これはがんばれる!嬉しいです。午後 2時半過ぎに急に雨が降ってきて、

雨カバーの中や靴の中までずぶ濡れになりました。多めに着替えを持っていたので良かった

のですが靴は新聞紙を入れて何とか履ける状態になりました。雨を予想していたのですが雨

に打たれる前に早く雨具を着るなど十分な対策と濡れた物を乾かす対策も必要だと思いまし

た。尾瀬ロッジの食事はエビフライに鍋？など沢山のお料理でお腹いっぱいになりました。 

お布団もふかふかで山でこんな布団で眠れるのはありがたいことだとつくづく思いました。

お風呂上がりの生ビールも最高でした。 

2日目は浅井照リーダー組とサブリーダー浅井祐さん組に別れそれぞれ散策しました。私は

至仏山組だったので花の山を堪能出来ました。（渋谷さんがいなかったので花の名前は不

明）鳩待峠に到着すると出口で兼堀さんが待っていてくれました。待っていてくれた恵美子

さん、渋谷さん、祐子さん、仁美さん荷物を持ってくれてありがとうございます。濡れた荷

物は重かったので本当に助かりました。下山して皆さんに会えたのが本当に嬉しかった。頑

張ったご褒美は「花豆ソフト」優しい甘さのアイスは心に染みました。この時期の尾瀬は毎
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日のように午後は雨のようです。バスの運転手さんが至仏の滝のような雨の写真を見せてく

れました。バスハイクに続き私は今回 2回目の尾瀬ですが、何度も訪れたくなる素敵な場所

ですね。帰りの「望郷の湯」580円もいい温泉で食事も美味しかったです。道の駅で買った

初とうもろこしは甘くて美味しかった。 

私は山の知識もなく山の会に入会しましたが、英子さんからは「団体行動では荷物は素早く

片付ける。そうしないと山の 1分 1秒の遅れが命にかかわる」 

と言うことを教えてもらいました。 

また、山道ですれ違う登山者のマナーや皆で何でも分かち合う事など教えてもらったことは

山のようにあります。 

私はまだ知らないことが多く、険しい山に登って達成感を得たいと言うタイプではなく、皆

さんとの時間の共有を楽しみたいと言うタイプですし、まだまだ修行中です。 

また、私自身地図をよく理解してルートを探せるとか苦手なのであまり成長はないですが、

少しずつでも色々な事を吸収してこれからいかせていければと思います。 
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釜ノ沢 東俣

堀江 千鶴 

令和３年７月２２日－２３日 

メンバー：長田（L）、殿塚、榊原、堀江

道の駅みとみ前泊 

一日目 ６:2０ 西沢渓谷駐車場発～7:00 吊り橋～8:00 ホラ貝～9:30 鶏冠谷との分岐～

10:10 乙女の滝～東のナメ～12:30 魚留の滝～両門の滝～16:30広河原（野営地） 

二日目 7:30 広河原出発～12:00 ポンプ小屋～12:50 甲武信小屋～13:10 甲武信ケ岳～13:30

甲武信小屋～18:00西沢渓谷林道

道の駅みとみにテントを張って前夜宴会。具合が悪くてコンビニでお酒を買わなかった S 女

史は、アルコールが入った途端に元気になり、リーダーの缶チューハイにロックオン。優し

いリーダーは、冷たいチューハイを快く差し出されていました。 

一日目 沢装備を持って、人生初の沢登りへ出発。 

沢へ入るための道の険しさにびっくり。T氏のクロックスでの山登りにもびっくり。 

お約束のホラ貝のゴルジュ。美しい。 

その後３０分ほど歩いて、いよいよ

入渓。 

やっと沢靴を履く。 

沢の水は冷たく気持ちよい。沢の風

は涼しい。 

真っ青な空が山間にくっきりと見え

る。 

リーダーと S女史はお釜で泳ぐ。

キラキラ感満載！

乙女の滝を通り過ぎ、東のナメで滑りまくった後、釜ノ沢へ

入ると、魚留の滝。 

この魚留の滝で、 

魚だけでなく、私も留められてしまいました。巻きなのに、

滑って登れない。上からも下からも声をかけてもらって悪戦

苦闘の末、何とかクリア。 

リーダーは、「ここ登れなかったら次に進めないんだけどな

あ～どうしよかなあ」と思っていたらしい。 
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魚留の滝の上には、世にも美しい「千畳のナメ」。最高のご褒美です。 

沢の音を聞き、千畳のナメをペタペタと気

持ちよく歩きながら、「これがずっと続け

ばよいのになあ」と思っていた。 

が・・・やはり甘くない。 

滑りポイント満載で、あちこちで、リーダ

ーにロープを出してもらう。 

道中「シャワークライミングしたいよねー」と言いな

がら歩いていた T氏は、滑って沢に落ち、本気のシャ

ワークライミング。ロープなかったら、滝の下まで流

れていました。 

 両門の滝の上に上がると、突然のゲリラ豪雨。右側の

沢を上がっていくと上流から濁流が流れてくる。「迷

い沢」に入ったらしい。「甲武信→」の標識が回転していて、迷い沢を指していたようだ。戻

って GPS を確認し、気を取り直して土砂降りの中、巻き道を必死で歩く。 

雨がやみ、ようやく広河原のテント場に到着。薪拾いに精を出す。 

バーナーで夕食のごはんとみそ汁を作り、「てんぷら」を揚げながら食べる。 

野営でてんぷらとは、なんと贅沢。お酒も沢水で冷やして飲む。 

シャワークライミングを遥かに超える豪雨で濡れた薪木は、着火剤でも火が起こらなかっ

た。・・・が、てんぷらの揚げ廃油で、一気

に点火！ リーダーの夕食選択は意味深い。 

いかの一夜干し、鳥の麹付けを焼いて、おつ

まみに。 

お酒がすすむ。 

リーダー、S女史は、どんどん元気になって

ゆく。 

「炊き込みご飯」と「みそ汁」は、翌朝の朝

食となる。 

２日目。７：３０出発。広河原に沿って苔生した樹林帯を登ったり、ゴーロを歩いたり、小滝
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を登ったり。 

斜度はどんどん急になってくる。そして二段１０ｍの美しいナ

メ滝が現れる。右岸を高巻くべく登るが、砂ざれルンゼトラバ

ースが行く手を阻む。S 女史が滑って斜面にモモンガ張り付き

状態になるほどだ。一旦撤収。トラバースし易そうな高さまで

登り、リーダーにロープをだしてもらって通過。 

まだまだ先は長い。シャワーを浴びながら滝を登ったり、間違

った踏み跡に騙されて戻ったり。予定を遥かに超える時間をか

けてひたすら進むこと４時間。 

ようやく、甲武信のポンプ小屋に到着。ここで靴をトレランシューズに履き替えて甲武信ケ

岳へ向かう。 

甲武信小屋に荷物をデポッて、遠くに雷鳴を聞きなが

ら甲武信ケ岳をピークハントし、 

下山開始。 

木賊山も意図せずピークハントした後、長くて急斜面

の辛い下りと戦う。地獄の下りは、ハクサンシャクナ

ゲだけが心の慰みだ。 

T氏は、ランニングシューズの

ツルツルソールとも戦ってい

た。 

分岐で近丸新道を選択し、西

沢渓谷の林道へ戻る。 

暗くなる前に無事に帰還。 

帰れてよかった～。 

累計高度＋2673m。最高高度 2475m より大きい！ 

たくさん登って、たくさん下りました！ 

初めての沢登り。楽しくサバイバルさせていただき、ありがとうございました。 
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仁田元沢～沢入山～中倉山 

L:長田 一樹

7/25 銅親水公園 P7:30→8:15 中倉山登山口→9:00 堰堤(準備)9:15→入渓 9:30→12:20 二俣

1400ｍ(右俣選択)→12:55 支沢終了(伏流水になります)1550ｍ13:05→1600ｍ付近トラバース

→13:251682ｍピーク手前稜線→沢入山→14:20 中倉山 14:30→登山道→15:30 登山口→16:00

銅親水公園 P 

筋肉痛リカバリー沢ハイクで企画していました。ただ釜ノ沢から帰ってきて、翌日の筋肉痛

と疲労度がそれ程でも無くて、参加者が居なくて面倒だったら中止にすれば良いかと思って

いましたが、最近自分のペースをちゃんと把握していないのと、フェルトの感触って？とな

っていたのと、登利平の鳥めしの竹が食べたくなったので一人ですが行ってきました。 

銅親水公園 P は今年何度目だっけ？と思いつつ装

備背負って歩き出す、今回は割と真面目に時間あた

りの自分の歩行速度・高度差を測る為、GPS のログ

を取る事にする。時間あたりの高度の上げ下げが、

落ちたのか？そのままなのかも確認したい。重量は

12キロ、スタート時は靴下沢用、靴はトレランシュ

ーズ、ストックはトレラン用軽量タイプ一本。 

登山口までは

40分暑くてペ

ースが上がら

ない、間違え

て下ってしま

うが直ぐに気

が付き登り返

す。林道を進

むと橋が架かっていて、その先に入渓ポイントの堰堤と

岸壁が見える、他人の記録読むと懸垂下降したり突起を

使用してクライムダウンしていたり、はては歩いて降り

られるとの記録も有り？？良く解らない？？？ 

重量調整で 50ｍロープ持ってきたし何が有ってもダイ

ジョブと用意して渡渉して左岸に渡り巻き上げる、二段

堰堤で下部は通常の堰堤で上部はスリット堰堤になっ

ている。スリット堰堤のスリットから入渓した記録も有
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ったが上部には巻道が続いてい

るので上がって堰堤上部に出て

みるが懸垂支点は何も無いしク

ライムダウン出来るような突起

もない、んーっと考えつつ戻ると

巻道が更に続いていて堰堤越せ

ます(笑)辿って行くと普通に歩

いて降りられました。 

入渓 

久々のフェルトだな～などと思

っていたら、イキナリ滑る(汗)ラバーに慣れて足の置き方が雑になったかと思いましたが思

い出しました。乾いたフェルトは岩でグリップ力があまり無かった。。。濡らして兎に角平ら

な所か突起がある所を選んで足を置くが歩行スピードが上がらない、斜度もないので高度、

距離共に稼げない大体の滝は登れるのだが如何せんゴーロ歩きが長く疲れてくると左岸や右

岸はたまた中洲にも釣り師の踏み跡か？があり、そちらに行けば快適に高度を上げられるが

フェルトはドロや草付きに弱

いんです(笑)滑る滑る。登攀

系以外の沢はフェルトと言う

けど自分はラバーの方が良い

かなと思います。 

途中、泊まりの時に使えるテ

ン場が無いかと平らそうな所

を見つけると登って確認して

いたら思ったより時間が取ら

れてしまう、撮影控えめにし

て時折水分補給で休憩取る程

度にして、 

ゴーロ歩きを 3 時間で約 500

ｍ上げる、1時間当たり 166ｍ

のペース。1330ｍ付近から 1400ｍ付近の小滝が群れた大滝風な滝は左岸大高巻き(踏み跡有

り一部不鮮明)1400ｍ二俣迄 

1400ｍ二俣からは斜度が上がる右手左岸から何本か支沢が入るのでショートカット出来るか

と思いたくなるが我慢でツメていくと水が伏流水になる。ここで水を汲み足して装備を切り

替え食料水分補給。この区間は 40分で 150ｍ、1時間あたり 225ｍ 1550ｍ支沢終了迄 

脱渓 
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靴下を履き替えてトレランシューズ履いて、ハーネスとガチャ類は仕舞います。ストック出

して笹原を適当に右手方向に上がり気味にトラバースすると踏み跡に出る、辿って行くと下

りになり？？アレっと思い、左手方向を見ると行くはずの稜線が？？GPS 確認すると右手方

向に微妙にずれて稜線から離れて支尾根に乗っています。戻って安全策でトラバースは止め、

そこから直登で稜線復帰する。1682ピークで小休止して食料と水分補給、沢入山の頂上には

人が居る。縦走開始です。 

挨拶して沢入山のピーク踏んで通過、波平ピークが何処か？良く解らないまま通過、孤高の

ブナで写真撮って立ったまま少し休憩、カップラーメン持ってきたから食べたいのだが暑く

て食べる気にならないし、帰宅遅くなると鳥めしが。。。となったので中倉山で残りのパン食

べて、汲んだ沢水を浄水してスポーツドリンク作って出発。 

一時間当たりで何処まで下げられるか若干ペース上げてみる登山口に 15:30 なので 600ｍ強 

すこし休憩して虫除けと水分補給、林道テクテク歩いて駐車場へ 16:00着 

15.25 キロ 標高差は 963ｍ 8.5ｈ(休憩及び撮影トータル 1ｈ含む) 

わたらせ渓谷鐵道水沼駅の温泉で汗流して登利平桐生店で鳥めし弁当買って、オリンピック

のゲート制限あるので下道で帰宅しました。R122BP 使って桐生から 2時間 30分でした。 

鳥めし竹、相変わらずうまい！串もうまい！！登利平は群馬県内に沢山ありますので是非ご

賞味下さい。水上の「高橋の若どり」といい、群馬は鳥が有名なのでしょうか？ 
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焼石岳 1547 m
記：青木 慎弥

日時：2021/7/25（日） 
メンバー：青木慎（L）
コース：

つぶ沼登山口 6:45 発―銀明水 8:45―焼石岳 10:00―銀明水 11:00―つぶ沼登山口 12:45 着

6.0 h, 17.0 km 

急遽予定が空いたので、7 月の 4 連休に岩手県南エリアを旅することにしました。そのついで

に花の名山である焼石岳を登ることにしました。

１． 観光

 一ノ関駅でレンタカーを借りて、平泉周辺の骨寺村荘園、毛越寺・中尊寺をめぐりました。こ

の中で骨寺村を散策すると、昔の様子はどうだろうかと想像が膨らみました。そして花巻のマル

カンビル大食堂で名物であるマルカンラーメンと 10 段巻きソフトクリームをいただきました。他

にもナポリカツを筆頭に様々なメニューが気になったので再訪したく思います。

2．登山 

つぶ沼登山口より、銀明水を経由して焼石岳まで往復しました。このつぶ沼コースは、泥濘地

帯が連続するとありましたが、ここ数日の天気もあって、比較的歩きやすかったです。しかし、

登山自体は暑くて、曇り気味で景色も望めず、花もあまり咲いてないと何とも言えない山行にな

りました。これはマルカン大食堂のおかわりも含めて別の季節に再訪しなければならないのでし

ょうか？
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■□ 福田譲二,Fukuda.J □■ 2018 年 12 月入会 登山歴 2.5 年

およそ 20年前、杉山さんから「山の会いいわヨー」と言う言

葉でその存在を知り、近年、浅井さんご夫妻の強い勧めで参

加したお試し山行。山登りと一連のすばらしさを知りました。

去年 2度目の山小屋泊を体験させて貰い、それが意外に良か

った事など毎年、学習しています。尊敬と信頼出来る先輩た

ち、活発で頼もしく可愛らしい若者たち、この山の会の大家

族、大好きです。（福岡県北九州市戸畑区出身） 

■□ 石川浩道,Isikawa.H □■ 2018 年 12 月入会 登山歴 4 年

山に登ると疲れます。 
準備も大変ですし、帰宅後、筋肉痛になります。 
なので、なぜ、山登りするのか未だにわかりません。 
おそらく楽しい仲間がいるから・・だと思います。 

山の会に入るきっかけは、ママ友が草加山の会の見学に一人
で行けないので付き合ってと言われ見学に行ったことです。
ママ友は皆さん宜しくお願いします。とやる気満々のトーク
をしたにも関わらず入会しませんでした。（どーしてくれる
んだ。私はどうしたら良いんだ。）

■□遠藤みゆき,Endo.M □■ 2019 年１月入会 登山歴 2.5 年

新人？らしき会員の紹介 

貴方は誰？？？ 
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ハイキング程度の山行が体力的にも私には合っています。山の会の皆さんはとても優しいで
す。私にとってここは居心地のよい場所です。皆さんのような経験や知識は有りませんが
一つ一つ覚えて続けられたらいいなと思ってます。
皆様、どうぞよろしくお願いいたします。

会に入会して早 2 年が経ちました。入会当時は冬山をやりた
く入りましたが、入会時全く考えていなかったクライミング、
沢等色々な経験をさせていただきました。 
良い先輩や暖かい会員の皆様に恵まれ自分ひとりではでき
ない貴重な経験をさせていただいたことで、ジャンル幅が広
がったと思います。 
これからもレベルをあげるための場所や様々なジャンルに
段階を踏んで挑戦したいと思っています。 
皆様、どうぞ宜しくお願いします。 

■□ 矢野智司,Yano.S □■ 2019 年 6 月入会 登山歴 13 年

山歩き歴は 10 年以上になりますが本格的なものでは無く、
気分転換と健康維持を目的に年間数件程度歩いていました。 
SNS のヤマレコで山口さんと知り合った事と、もう少しレベ
ルアップしたいとの思いから入会させていただき、自分では
計画出来ないコースや雪山歩きなど様々な経験が出来てお
ります。
マイペースで頑張っていきますので宜しくお願いいたしま
す。

■□ 榊原奈歩,Sakakibara.N □■ 2019年 2 月入会 登山歴 8 年

ももんがー 

撃たないでー 
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ヒツゴー沢 谷川岳
記 沼田真澄 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

8 月 1 日 メンバー：Ｌ.沼田 会員外 3 名 
6：10 湯テルメ→ 8：00 いわお新道・中ゴー尾根分岐→ 8：30F1→ 14：20 天神ザンゲ

岩→ 14：50 天狗の留まり場→ 15：10 熊穴沢避難小屋→ 15：40 天神平ロープウエイ 

2018 年 8 月に会で松浦さんと私と 8 人を 2 パーティーに分かれてヒツゴー沢へ行ったが、

台風が通過した後で、しかも前日まで雨が降っていたため、かなり増水しており（増水で帰

って行くパーティーとも出会った）、やはり時間がかかりすぎ、私たちは1300ｍ付近から1400
ｍ付近の中ゴー尾根へエスケイプした。エスケイプルートが 1 時間程度の予想だったが、も

ろいスラブを何回もロープをだして登っていったため、3 時間以上かかってしまった。その

帰路、先にエスケイプした松浦さんたちとも無事出会うことができ、その山行を終えたので

あった。

今回は、そのリベンジ！

ヒル天国ロードを騒ぎながら歩くこと 2 時間少々で、入渓。それから 10 分程度でＦ1 に到

着。今回も台風がかすめたり、雨が降り続いてたりと、増水が心配だったが、前回のＦ１の

状態からみて、少々増水はしているが、明らか

に水量が少ない。

前回、私がほとんどの登攀をしていたので、今

回は、やりたガールにトップを譲る。

彼女は、クラックが得意なので、カムで支点を

とって、快適に登っていた。谷川岳は、蛇紋岩

や玄武岩がメインだが、ここは花崗岩なので、

喜んでいたことだろう。私は、前回のエスケイ

プ地点を確認して懐かしみ、シャワークライ

ミングを楽しんだ。そして、初めて見る巨岩。

思わず、写真を撮ってもらった。ツメという

か、最後のボルダーエリアが 1400ｍくらいか

ら登山道へでるまで長く続いたのが、炎天下

の中だったこともあり、結構辛かった。まあ、

藪漕ぎがなかったのは良かったけど。そして

お決まりの雷ゴロゴロ。雷鳴を背に、雨の中、

急いでロープウエイ駅まで降った。中ゴー尾

根を降る予定を変更したが、とりあえず、リベンジ成功！ やりました☆

ヒツゴー沢は、登攀するところもたくさんあって、シャワークライミングもでき、そして日

帰りルートとされる割には、ルートが長いため、体力チャレンジにもなる。ＲＣＣ2 の方々が

良いトレーニングルートとしていたのも頷けた。みなさま、ありがとうございました☆
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尾名手川 大滝沢 麻生山～三ツ森北峰～大寺山 

L:長田 一樹 会員外

8/1駐車スペース7:45→入渓8:05→大滝沢出合11:05→13:55F11→稜線15:05→15:25三ツ森

北峰 16:00→駐車スペース 18:20 

オリンピックによるゲートの規制や首都高速の割増料金が始まり、行き先選定に余分な苦労

が加わる。。。関越道方面は首都高速と直結して無いからゲート規制が無いので根羽沢辺りを

考えていたが仕事が忙しくなり前夜発が出来そうに無い、最近良く行っている大月近辺で何

か無いかと探すと、上野原に尾名手川がある。記録探すと沼 P が 2 年ほど前に遡行していま

した(笑)あまり登れる滝も無いし、どうかな？と更に調べると枝沢の大滝沢が面白そう！！

しかし何故か？尾名手川本流と大滝沢がゴッチャになっている記録もあり釈然としない。現

地にて左手から入る支沢を覗き、直ぐ CS 滝がある沢が大滝沢との事なので行ってきました。 

民家の庭先を通らせてもらい入渓、入渓後

15 分くらいで 3 人の釣師に出会う、この釣

師達が何だかなぁという方々で挨拶しても

返事無し、兎に角先に行かせたくない様で微

妙に進路を邪魔してくる。当初は挨拶して高

巻いて抜かせてもらおうかと思っていまし

たが、交流も出来そうに無いので諦めて釣師

達を煽る感じで遡行しますが、時間ばかりか

かり大滝沢出合までに 3 時間を要してしま

う。 

出合から覗くと F1CS 滝 6ｍが見える、ネッ

トでは右岸巻とあったのですが見てみると

水流右のバンドから登れそうなのでロープ

出してトライ！ 

F1:ヌメヌメです(汗)たわしを忘れたのを思

い出したのは二本目のクロモリハーケン打

って効いているか引っ張って抜けた後でし

た(汗)当初バンド沿い上がれると思いましたが、上部はヌメヌメで駄目、一段下がった苔む

したスタンスに足を移動してアンダーホールド使って滝の流芯に突っ込むことにして流芯の

中にホールド探すとクラックが有りフィストがバッチリ決まって安心して足を上げて終了。

フォローの相方はヌメリでテンション。Ⅳ～Ⅳ＋
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F2:3ｍ無いかな？くらい、立ったスラブに

左上するクラックⅢ 

F3:多段(3？)8ｍ、特に無しⅡ～Ⅲマイナ

ス 

F4:ゴルジュ内 2 条 2ｍⅢ 

F5:ゴルジュ内 CS2ｍ突っ張りⅢ 

F6:4 段 15ｍ 2 段目はショルダーで乗っ

越す、3 段目水流左からから 4 段目の水

流にかけて、ひょんぐり部分辺りが核心Ⅳ 

F7:3ｍ無いくらいですがホールドスタンス

外傾しているので注意Ⅲ 

F8:2 段 10ｍ一段目は簡単、二段目は自

分的には突っ張りには狭くて無理矢理左

半身を流芯に突っ込んでのオフウィドゥス

登り、右足は張って左手左足は流芯の中

でジャミングⅣ 

F9:3ｍ滑っていて嫌な感じ微妙に悪いⅢ

プラス 

F10:5m 上部が悪いそろそろ滝も飽きてく

るⅢプラス～Ⅳマイナス 

F11:まだありました(汗)ここもワイド！バック＆フットかな？などと思い眺めていたが時間押しているの

と何か嫌な予感がして巻いて上がる、落ち口見ると

ホールド無くてツルツルだったので登らなくて良かっ

たです(笑) 

＊小さい滝は抜かしています。 

終了点も含めて残置はありません。小さ目のカムが

有ると便利です。要ハーケン 

F2、F3 とゴルジュ内以外は全てロープ出していま

す。ほぼ全部の滝がシャワーで登れるので盛夏の

時はオススメです。 

これで滝らしい滝は終了、1ｍ～2ｍ未満の小滝（段

差？）は何個も出てくるが問題無し、詰めると最後は

左手が明るくて左側に行きそうになるが右の薄暗い

方へ最後は枯れて大きな岩というか岸壁に当たる、

右手尾根に上がり尾根を詰める。思ったより急登で

ゼエゼエ言いながら登ると、余計に登っている。。。



60 

５ｍほどだが登山道へ降りる（笑） 

登山道復帰してから麻生山や三ツ森北峰が遠く感じる、漸く着いた北峰でご飯食べて大休止してい

るとガスが切れて目の前に富士山が現れる。カップラーメン、ドライカレー、チョコクロワッサンの豪華

ランチ(笑)

大寺山をショートカットしようとして間違ったり、ボーっと踏み跡を辿り、登山道に引き込まれたりで何

回かロスしてしまい登り返す、最後の急坂降りると、朝方庭先を通らせて貰った民家の後ろに出る。 

コロナで温泉が早仕舞いしており温泉難民と化していたが、遅くなってしまうので潔く諦めて帰宅。

下道で秋川五日市方面に出て八王子インターから乗り首都高速手前で降りて戻りました。 
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日光白根山 金精峠より 

記：山口裕史 

山行日：2021年 8月 1日（日帰り） 

メンバー：L山口裕、三隅、東、杉田

コースタイム：8時間

金精峠駐車場 7:30～金精峠 7:45～8:25金精山～8:47 国境平～9:13五色山 9:26～10:09弥陀

ヶ池～11:04奥白根山 11:27～12:35五色沼避難小屋～13:00五色沼～13:43五色山～14:00国

境平～14:22 金精山～14:59 金精峠～15:30金精山登山口駐車場 

新しく入会希望の東くん、杉田さんをお誘いし、高速道路の割引なし期間ということもあ

り下道でもなんとか行ける日光へ。その中でも金精峠から日光白根山を登りました。金精

峠に到着時 7 時過ぎでしたが駐車場はほぼ満車。時間を早めて出発してホント良かった

です。

金精峠からの入ったのは初めてですが、な

かなかのアップダウンがあり、ロープウェ

イからだとあっけないですが、登りごたえ

があります。金精峠に到着すると男体山を

遠望しながらの歩きになり。五色山からは

五色沼と白根山の景色が素晴らしい。

天気が午後から崩れそうな予報でしたが、

予想以上に悪くなるのが早かった。弥陀ヶ

池に行く途中では山頂にガスがかかりこれ

はダメだなと思っていたら、山頂に着くと

ガスが少し切れて視界が広がった。入会希望の 2 人に参加してもらったのに何も見えな

いのでは悲しかったので少しでも晴れてくれてホッとしました。五色沼周回することに

しましたが、途中で雨雲が来てしまい、避難小屋への下りでカッパを着る羽目に。雨は止

んだり降ったりでカッパの着脱が面倒でしたが、汗だくでビショビショになるよりは良

かったです。2 人ともテキパキしていて一緒に歩くのに心配は全くありませんでした。そ

うそう避難小屋への下りは急斜面で、冬にここを登

った時は直登だったので本当にきつかったのを思

い出しました。五色沼で少し休憩、風は弱かったの

で湖面に景色が映りこんで美しい。

あと、花は少し少ない印象を受けましたが、今年初

コマクサを見ることができて満足です。途中、植生

保護のため柵が施されていましたが、柵のありなし

で花の量が全く異なっていて、食害が深刻なのを改

めて感じました。
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記：榊原奈歩 

 山行日：2021 年 8月 1日-2 日
 コースタイム：1Day 3.0H , 2Day7.5H

 1Day;11:50 千畳敷駅-12:41 乗越浄土-12:51 宝剣山荘（荷物デポ 15 分）-13:12 天狗
荘-13:22 中岳-13:31 木曽駒ヶ岳頂上山荘-13:47 木曽駒ケ岳山頂-14:09 馬の背分岐-
14:29木曽駒ケ岳頂上山荘-14:29木曽駒ケ岳頂上山荘-14:39中岳-14:51天狗荘-14:55
宝剣山荘

 2Day;5:55 宝剣山荘-6:14 宝剣岳-7:00 三ノ沢分岐-9:07 三ノ沢岳（休憩 45 分）-千
11:49 三ノ沢分岐-11:55サギダルの頭-12:05 極楽平-12:37千畳敷駅

 メンバー：榊原、会員外 2 名

歩けて担げる友人とそんなに担げない友人
と一緒に 3 人で行ってきました。 
数年前に山の友人から見せてもらった緑鮮
やかな千畳敷カール写真に惹かれ、星空をみ
て宝剣岳に登りに行こうと話をしていたも
のの昨年は叶わずようやく実現へ。 
テントで行くか迷ったが担げない友人がい
るので小屋で合意。担げる友人はその分水や
食料等のテント装備を想定したプラス 4kg
強ザックに入れ負荷をかけ、更に担げない友
人の荷物まで持つことで解決。これなら遭難

しても 1日は余裕で生き延びそうだ。 

初日は着いて早々既にガスが出だしていた。RW も雷が接近時には停止するとのアナウンス
がかかっている。雨が降り出すまでの 3 時間が本日の行動時間と考えルートをショートカッ
トし、山荘に荷物をデポして急いで木曽駒ケ岳と周辺散策に出かけた。
前日あまり食事が取れていない私は調子が出ない。標高差に体が最初ついていかず、体を慣
らしつつゆっくり登り出す。
木曽駒ケ岳周辺はお花盛りだった。なかでも
ウスユキソウとチングルマの花畑は見頃で
あった。
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更に昨年乗鞍から連れてこられた雷鳥に会
うことができた。（現在雷鳥は 3 組ほど木曽

駒ケ岳、宝剣岳周辺にいるとの情報）雷鳥を
見守る部隊がおどかさないように少し遠目
から観察している。友人 2 人は雷鳥と初ご対
面で大喜びであった。ささっとピークに行き
小屋に戻る直前にポツポツと降りだした。結
局、その後 15 時から雷が 5 時間以上も鳴り
土砂降りであったため、小屋で助かった。

しかも個室をご案内され、食堂を含め広々と小屋を使わせていただいた。 

2 日目は前日の雷雨からうってかわり、大雲海と青空の中、宝剣岳に向けて出発。 
担げない友人は、ガレ、ザレは経験しているが、岩場は初のため慎重に足場と手を確保して
進む。担げる友人はザックの重量など関係なく、私達の動画を撮影等超余裕である。緊張の 1
時間を過ぎると三ノ沢分岐にさしかかり、ハイマツを漕ぎながらアップダウンする三ノ沢岳
を目指す。三ノ沢岳は人が少なくて良い。三ノ沢カールをガッツリみながら縦走気分に浸り
つつ、でも山頂直下は綺麗なお花畑がある。このルートは南アルプス、富士山、中央アルプ
スの御嶽、乗鞍、北アルプスの槍ヶ岳も見れる。木曽駒ケ岳周辺は狭いエリアにもかかわら
ずとても変化に富んでいて本当に飽きない。次は空木までの長い稜線を歩きたい。
最後に RW 駅に戻る途中、ヘリが千畳敷のカール付近を飛んでいた。宝剣からの滑落かと思
いきや一般登山道のガレ場での怪我のようで、人を引き上げて飛んで行った。明日は我が身
と考え、気を引き締めねばと思った。
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魚野川水系登川 米子沢 巻機山 

L:長田 一樹 会員外

8/8桜坂駐車場 6:15→入渓 6:30→ゴルジュ内滝→11:30脱渓装備解除11:45→12:05巻機山頂

上→12:20旧頂上→12:30山頂上 13:00→桜坂駐車場 15:40 

連休なので泊まり沢に行きたかったのだが悪天候の為、叶わず。。。 

どちらか天気の良さそうな日に日帰りにと思い直したのだが泊まり沢ばかりチェックしてい

たので日帰り沢のチェックを怠っていました。 

そんな時は所謂グラビア沢に行けば良いかとなり未だに行けて無い米子沢に行ってきました。 

出発前に駐車場の係員のお父さんに話しかけられる、少し話すと前日の土曜日は 100 台近い

車が駐車されて沢山の登山者に沢登りも 10 パーティー入って、気温も頂上でも 30℃になっ

たよと聞いてビックリ！！巻機山と米子沢がフィーバー(旧い笑)していたのでした。 

今日は人も少なく、曇りで気温高くな

ら無いから、良いのか(笑)と思いつつ

林道を入渓点まで歩く、何だか林道が

急でハァハァしてしまう(汗)入渓し

てからのゴーロ歩きも何時もより急

な感じです。入渓後も暫くは水流無し

でしたが段々と水の音が近づいて来

て水流が現れる。 

滝は大体登れます。登れない滝は明確

な巻道があるので迷い難い筈です。 

最初の滝を超えると直ぐにナメが現

れる、ナメの沢出合の二俣は右に右岸

高巻いて連瀑帯をやり過ごす。 

水も少なく水温も低くない、そのせい

か？透明度があまり高くなくて、やけ

に滑るし茶色い、晴れていたらもう少

し好印象なのでしょうが、ヌメヌメに

余り気分も揚がら無い。。。 

滝は次々と現れてロープ必要無いく

らいなのですがヌメるのでテンションダウン。。。 
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燕岩とすだれ滝の所を過ぎるとゴルジュ状になって来

て、少しワクワクしてくるも直ぐに出口近くの 7ｍ滝

に辿り着く、7ｍは無い感じ 5ｍくらいです。折角ロー

プ持ってきのでココで結んで登る、突っ張りで上がっ

て左壁に移るのだが上部が滑っていて嫌らしい感じ、

スタンスをクリーニングして最後は流芯に突っ込んで

あがる。Ⅳマイナスくらい？支点用に残置ハーケン一

箇所あり、抜け口の残置ハーケン 2 枚に固定分散で終

了点作成して引き上げる。左岸に巻道あります。 

その後もゴルジュ形状は続くかと思ったのですが徐々

に広くなり呆気なく上がって終わり、大滑が始まり、

最初はスケールに圧倒されていたが徐々に飽きてくる

というよりヌメリが酷くて足元に神経が行ってしまい

楽しめ無いし何より岩が赤茶色で汚いのが悲しい、コ

コの部分の水は高性能浄水器だと詰まって濾過に時間かかってしまった為、補水は諦める。

大滑に飽きてくると何となく滑の規模が小さくなり水流も細くなってくる。 

源頭部分に入ってくると何時もはヤブが五月蝿くなったり急登になったりで余り良い印象は

無いのですが米子沢は別でした。何と言うか牧歌的？高原状態と言うか平和的な景色の小川

を歩いていると左側に通路が現れて上がると避難小屋が出てくるという本当に呆気ないくら

いのツメというか？ツメの無い沢でした(笑)装備解除して着替えて靴も履き替えて巻機山山

頂へ向かう、ニセ巻機かと思った頂上が巻機山の頂上でした。がココで他の登山者が頂上は

もっと奥にあると言い出したので向かうと？？ケルンが積んであり最高点はコチラとの事！ 

ガスってか、雲の中なので残念ながら景色は堪能できず、戻り看板の有る頂上でお湯沸かし

てカップラーメンランチしているとガスが切れて青空が覗けた！高い入道雲が目の高さに見

えて夏だと感じる。巻機山が何故こんなに人

気なのかが下山しながら確認できました。頂

上部分はたおやかでアルペン的な草原とい

うか低い笹に覆われた良い景色の中で稜線

歩きが楽しめて、所々には池塘も有り、中間

部分は樹林帯になりますが明けた場所では

天狗岩や黒岩峰に割引岳が望めます。 

下部は樹林帯ですがブナとか広葉樹で明る

く原生林の様な感じで、変化に富んでいて飽

きずに歩けます。駐車場近くで雨が強くなり

カッパ着て駐車場に到着。

沢自体は前評判が良すぎて肩透かしを食らった形でしたが思いの外、稜線歩きがが楽しめて

良かったです。最近は沢登りでもピーク踏むのは楽しいと思えるようになりました。駒子の

湯で汗流して久しぶりのあさくさで釜飯食べて帰埼する。 
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ノロ川桃洞沢～赤水沢 森吉山 阿仁川水系

記 沼田真澄 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

8 月 8 日 メンバー：Ｌ.沼田 石川 会員外 1 名 
6：50 森吉山野生鳥獣センター駐車場→ 7：20 桃洞沢・赤水沢二俣→ 7：40 桃洞滝 
→12：00 兎滝→ 14：30 桃洞沢・赤水沢二俣→ 15：10 駐車場

当初は、この 3 連休でゴルジュ突破と沢泊の予定だったが、台風が発生してたり、全国的に

雨予報だったので、そんな中でも天気が少しでも悪くない北へと考え、かねてから一度は行

ってみたいと思っていた、ノロ川桃洞沢・赤水沢をチョイス。この沢は、『沢登り銘渓 62 選』

に「古代の森吉山が作った“天国のナメ”」と記してあり、掲載されている桃洞滝 40ｍは誰が

見ても印象に残りそうな滝で、とても興味深かった。

前泊の玉川温泉から車で 2 時間 30 分くらいで、途中コンビニで朝食をとり、鳥獣センター

へ。予報では、曇りから午後雨だったので、急いでスタート。

鳥獣センター脇に、桃洞滝への道標があったので、それに従って、登山道を歩いて行く…と

すぐに、アブの襲来。奴らと、対話…できるわけがない！ 払い続けながら二俣へ。入渓地

点で、沢装備をつけるときも、容赦なくやってくる。臭いを消したら大丈夫かなと思い、全

身水に浸かったが、ダメ…ね。この沢は、奴らとの遡行がマストと思って、諦める。沢は、基

本的に、ナメ。確かに、天国のナメがずっと続く。しかし、ところどころ、小さな穴があいて

たり、もの凄く深い割れ目や釜があるので、注意しなければならない。幸運にも、太陽様が

照って下さっていたが、それが逆に水面をギラ

つかせていて、沢底が見にくくなっていたので、

慎重に歩かなければならない。メインディッシ

ュの桃洞滝へは、遡行開始後すぐ着いた。素晴

らしい☆こんな滝は見たことがない。Ｉ氏が大

好きな滝。登れるかなと見たが、すぐに無理だ

とわかる。左岸には、ステップを削ってくれて

あるので、ありがたく使わせていただく。この

沢は、登れそうにないところは、ところどころ、

ステップを削って作ってあったり、ステップら

しきボルトが埋め込んであったり、残置ロープ

があったりする。ゴーロ地帯がない、凝灰岩の

スラブのナメをジャバジャバ、チャパチャパ。

たまに見る岸の砂地は、石英らしい。太陽の光

で、キラキラ光る。トポ通り、755ｍ分岐地点で、

本流から左へ入るが、見落としやすい。とても

そこを左へ入るとは思いがたいところなので、
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注意が必要だ。私たちも行き過ぎて、戻って、そのルートをとった。そこから 880ｍ地点の先

の赤水沢出合へと行くまでは、ジャングル&沼地帯。結構、足を取られる。沢の遡行としては、

珍しいところだ。そして、枯れナメ滝が数カ所ある。しかし、ちゃんと残置ロープ等があり、

不安な遡行者に、これが遡行ルートであることを明らかにしてくれている。ちょっと落ち着

ける開けたところで、一息ついていると、玄人二人組がやってきて、東北の沢や有名な沢屋

の話を色々と聞けて、1 時間くらいの大休憩となった。こういう出会いって、素晴らしい☆

880ｍ過ぎて、沢下降がはじまるが、ナメ、ひたすらナメ…そしてそのナメの上に藻がびっし

り生えているところは、フカフカワサワサしていて、靴を履いて歩いていても、気持ちが良

い☆ 滝がでてくるところは、笹や下向きの木を頼りに降りていく。それでも降りるのに危

険なところは、懸垂点が作ってあったり、捨て縄が木にぶらさがっていた。フィナーレの兎

滝。これは、多段 40ｍ。安全のため、30ｍロープで懸垂 2 回。降りて見上げてみると、んー、

ん？兎？って感じ。下部の中段まで登って、ちょっとした滑り台を楽しむ。ここで遅い昼食

休憩（朝飯は 4 時だったので）。休憩中、玄人沢屋から明日は結構な雨が降るよという天気予

報を教えていただいたので、明日に見に行く予定だった、九階ノ滝（ほぼノーピンスラブ 100
ｍ滝）を今から行こうということになった。九階ノ滝は、赤水沢から右岸の沢筋へ入って行

くので、このまま行けば、楽だ… そこの入り口から、藪漕ぎ… あれ？ 展望台があるか

ら、楽な道じゃないの？ と思って、その先へ進むが、次に待っていたのはヌメヌメのスラ

ブ…笹や灌木を頼りに登っていく。そして出てくる、フィックス 10ｍ（？）ロープ… また

藪漕ぎ… ちょっとした踏み跡らしきものとＧＰＳを頼りに進む。フックス 15ｍ（？）ロー

プで急斜面を降る。そこで、話し合い。地図で見ると、さらに標高で 150ｍ降らないといけな

い。そこからは、平坦ぽいが、藪漕ぎが大変かもしれない。時間は、13 時 30 分。今まで天

気は奇跡的にもっていたが、若干曇ってき

た。んー、止めよう。後ろ髪を引かれる思い

だったが、安全第一！ それからすぐ、空が

暗くなってきて、雷ゴロゴロ。雨が降ってき

た。危なかった。

この沢は、桃洞滝からわかるように、凝灰岩

の特殊な沢。こんなに大部分がナメ底なのも

珍しい。そして、雨が降って増水時は、遡行

することが危険なため、今回遡行できたのも

幸運だった。私だけ 30 カ所以上もアブの痕

跡を刻まれたのはさておき、とても珍しく、

素晴らしい沢だった。次回は、Ｉ氏が九階ノ

滝に挑むときに、再遡行したい。みなさま、

ありがとうございました☆
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針ノ木岳 

記 松田 弘一 

山行日 2021年 8月 8日 9日 

メンバー L 榊原、鈴木（勝）、松田（弘）

8日 扇沢駅 6：07～ 大沢小屋 7：25～ 針ノ木小屋 11：13～ 針ノ木岳 13：19～ 針

ノ木小屋 13：58

9日 針ノ木小屋 6：10～ 大沢小屋 8：03～ 扇沢駅 9：13 

針ノ木小屋から新越尾根、種池山荘、柏原新道へと縦走を考えていたが天気予報を見ると

10 日はあまり良くない、種池山荘に行くかは針ノ木小屋に到着して天気予報をみてから考え

るとなった。 

針ノ木岳登山口から登る。ブナ林、樹林帯は風もなく、とても蒸し暑かった。大沢小屋には

百瀬慎太郎さんの記念碑がありました。 山を想えば人恋し、人を想えば山恋し。 

小屋を通り過ぎ、日本三大雪渓の一つ、針ノ木大雪渓に取付く、歩くと涼しくて心地が良

かった。針ノ木小屋に到着、ガスが出てきた、身軽になってから針ノ木岳に行く。山頂に着

いたが、ガスで何も見えずしばらく山頂で天気の様子を見る事にしたが、眺望みられず、針

ノ木小屋に戻る。蓮華岳へ登る予定だったがガスの為、中止にした。

小屋では我々のグループは個室となった。のんびりと過ごす事が出来た。本日の宿泊は 20

人ぐらいと宿のご主人が言っていた。テント泊は 5 張ぐらい。針ノ木峠の標高は日本で 2 番

目に高いと教わる、それから針ノ木岳にミヤマオダマキが咲いていると場所を教えてもらう

が見つからなかった、残念。翌日はやはり、天気予報が良くなく下山する事になった。大雨

での下山となり、久しぶりにずぶ濡れになった。無事に下山が出来て良かった。 

温泉で汗を流してから、信濃大町駅近くのお食事処 三洛でロースカツ定食をいただく。 

ボリュームがあり、美味しかったです。 

今回歩けなかった稜線、新越尾根が気になりますね。 

L榊原さん、鈴木（勝）さん、交通手段の変更、宿の手配ありがとうございました。 
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雲ノ平・高天原 2924 m
記：青木 慎弥

日時：2021/8/20（金）～8/24（火） 
メンバー：青木慎（L）
コース：

（0 日目）毎日あるぺん号で折立へ

（1 日目）折立 7:30―11:30 太郎平小屋 12:30―12:50 薬師峠キャンプ場、幕営

（4h20min, 7.0 km） 
（2 日目）薬師峠キャンプ場 5:30―薬師沢 7:30―
10:30 雲ノ平小屋 11:30―13:30 高天原山荘、投宿

（7h, 13.4 km） 
（3 日目）高天原山荘 5:30―9:00 水晶小屋 10:00
―12:00 野口五郎岳 12:30―15:30 烏帽子小屋、幕

営（8h30min, 13.7 km） 
（4 日目）烏帽子小屋 6:30―高瀬ダム 8:30―9:30
七倉ダム＝（タクシー）＝大町温泉＝（バスと電

車）＝自宅（3h,9.4 km） 

はじめに：

雲ノ平と高天原温泉に行きたい、そう思うと感情を抑えられず計画しました。こんなハチャメ

チャな計画を他の人と歩くには、蛮勇が過ぎると判断し単独行です。当初の計画では、3 日目に読

売新道を歩く予定を、悪天候により裏銀座から高瀬ダム経由に変更しました。

0 日目： 

竹橋より毎日あるぺん号に乗車します。シートピッチが狭く、4 列シートに詰め込まれたため、

あまり眠れませんでした。登山口に直接アクセスできるのはありがたいですが、次に利用する際

には覚悟が必要そうです。

1 日目： 

折立からなだらかな道を歩きます。天気が良く、薬師岳がきれいに見えます。4 時間くらい歩い

たら幕営地に到着したので、今日の行程はここまで。やる気になれば薬師岳も往復できたのです

が、翌日に備えて休むことにします。テントでだらだらしながら、明るいうちから飲むお酒は最

高です。夕日を見ながら眠ることにしました。
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2 日目： 

 雨音で目が覚めます。断続的に強い雨が降っていて、なんだかなと思いました。それでも歩か

なければならないと気合いを入れて、歩き始めます。薬師沢から雲ノ平の登りは、急登で滑りや

すく、心が折れかけました。登った先の雲ノ平は、ガスっていて残念。雰囲気は味わえたのです

が、晴れた時の景色をみるために再訪したいものです。雲ノ平小屋も良かった。

雲ノ平から 2 時間くらい歩いて高天原山荘に投宿。温泉は硫黄の湯の花が浮かぶ、柔らかめの

お湯で、雰囲気もふくめて最高でした。遠路はるばる来たかいがあった。野菜中心の夕食に堪能

した後に、すぐ眠りにつきました。

3 日目： 

この日は朝からゴォーと音がなるくらい強い雨でした。この中で沢沿いの破線ルートを歩くの

はちょっとどうかな…と思い、山荘のご主人もルート変更を勧めたこともあって、ルートを変更

しました。相変わらず雨が強いのですが、しばらく樹林帯の中の道を歩くので、比較的マシでし

た。

水晶小屋に到着すると、天候が回復して北アルプスの山々が見えてきました。槍や薬師、歩く

はずだった赤牛など、北アルプスは本当に山深いのだと感じました。松本あたりに移住したいと

思いました。水晶小屋からの裏銀座の尾根道は快適そのもので、コースタイムめくっていきます。

さすがに最後はバテましたが、15 時ごろに烏帽子小屋キャンプ場に到着し、幕営しました。 

4 日目： 

少し寝坊して、6 時半ごろ出発。ブナ立尾根さくっと駆け下りて、少しでもタクシーをケチるた

め、高瀬ダムから七倉山荘まで歩きました。そこからは、大町温泉郷までタクシー、バスと電車

で帰宅しました。
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Tips：荷物を軽量化するための涙ぐましい取り組み 

3 泊 4 日のテント泊を歩くために、少しでも荷物を減らことに取り組みました。その顛末を報告

したく思います。

1.食糧編

メインの食事：棒ラーメン、アルファ米、切り餅、卵スープ；サブ食糧：魚肉ソーセージ、ラム

ネ菓子、スニッカーズ；おつまみ・トッピングとして；干貝柱、鮭とば、昆布、乾燥きくらげ

とにかく水分の少ないものを選びました。食事で飽きることがなかったので、これらの組み合

わせが今後の基本になりそうです。

２.寝具編

夏山登山ということで、シュラフを持っていかず、シュラフカバー・ユニクロの UL ダウン・レ

インウエアの組み合わせで挑みました。結果として、なんとか眠れたという状態でした。夏の高

山でもシュラフは持っていくべきで、もしくはダウンのズボンを用意したほうが良さそうです。

低山ならば問題なさそうです。

３.お酒編

山に持っていくもので最も不必要なものはお酒だと思います。それでも飲みたいなという思い

があるので、効率よく酔えるために消毒用エタノールを持っていきました。各種ある消毒用エタ

ノールの中でも酒税が課せられるものを選んだので、飲んだとしても人体に影響はないはずです。

多分…。水割りして飲んだのですが、口に入れた瞬間、おえっとえずきました。これはビールを

始めて飲んだ時の感覚に近いのでしょう。たぶん大丈夫なはずです。また挑戦しようと思います。

３． 結果

これらの結果、3 泊 4 日の荷物が 50L のザックに収まり、体の負担もだいぶ減りました。筋肉

痛などもなく、これらの取り組みは概ね成功と言えます。

雲ノ平小屋で注文した軽食 高天原小屋の食事

トリカブト？ ベニテングダケ
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  奥鬼怒 鬼怒川 オロオソロシ沢 

L:長田 一樹 会員外

8/22 女夫渕駐車場 6:10→8:00 日光澤温泉→展望台→8:30登山道より入渓→大ガレ→12:10

登山道 12:40→13:50 日光澤温泉 13:55→15:50 女夫渕駐車場 

万太郎谷の川棚沢に行きたかったのだが、

天気が悪いのと湯沢方面はフジロックが開

催されている為、中止にする。何処か天気が

持ちそうな所は無いかと探していると日光

方面なら午前中は何とかなりそう！奥日光

で探すと、オロオソロシ沢は名前とは裏腹

で登りやすい滝が多くロープは補助ロープ

で十分との事！午後は雷雨予報なのでツメ

の大ガレが不安でしたが早めに切り上げれ

ば大丈夫かと思い前夜発で行ってきました。 

出発時は曇り少しポツポツ来たけど行ける

所まで行こうとなりスタートする。 

日光澤温泉までは一時間半程度との事だっ

たが二時間を要する（汗）8/8 以来歩いてい

なかったからか？時間がかかった事を知り、

若干焦る。。。 

そしてココでルートミスというか入渓点を

間違える、以下が重なった結果間違ってし

まいました。①午後からの雷予報に焦っていた。大ガレで雷雨になるとアウト②下調べ不足

でヒナタオソロシ沢を見てから入渓を展望台から見る事だと勘違いしていた。③山と高原地

図で確認して展望台まで距離が無いと勘違いした（山と高原は 1/50000） 

やけに歩くなぁと思って GPS 確認すると 1/3程すっ飛ばしてしまいました（大汗） 

今更戻る訳にもいかず、天気悪くなる前に降りなきゃいけないのでそのまま続行です。 

登山道より入渓すると既に水流が細くなっていて不安が過りますが、綺麗だが冷たい流れと

赤い岩肌と木々の緑が期待を持たせてくれました。しばらく歩くと滑床も現れ曇りも取れて

晴れ間が覗く！！そこそこの滝も出てくるが事前情報通り登る場所を間違わなければロープ

は不要（初心者初級者除く）。段々曇りも取れ青空が覗いてくると折角だからカッパ来てシャ

ワークライミング！！滑りそうで滑らない岩が快適で、先週の米子沢より沢中の満足度は上

です！ 

アッという間にツメ間近、本流ツメていくと同じく崩壊地だが粘土質の土壌となり滑って上

がれないとの情報があったので右岸の地形図上で最初の大ガレを詰める。ここでも判断ミス
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があり、登山道は稜線上という固定観

念というか目の前しか見ていなかった

為、登っていて異様に悪くなってきて

GPS 確認すると登山道の有る標高以上

に上がってしまっている事に気が付

く。。。慎重に下降して左右に登山道が

確認出来た処にケルン積んどきました。 

雲は取れないけどお陽様は出ていて風

が気持ち良いのでココでランチタイム

にする。もう秋を感じさせる乾いた気

持ちの良い風で、既にナナカマドが少

し色付いている。 

コレまで沢登りでもピーク踏んでいた

ので、今回もと思いましたが時間かか

るのと雷雨が心配だったので今回は見

合わせる事にする。 

登山道を下山して日光澤温泉でワンコ

に挨拶しにいくもワンコは我関せずな

感じ（笑）加仁湯温泉では登山者が日

帰り温泉から出てきたのか帰り支度を

している。日帰り温泉もやっているので惹かれましたが歩いて帰ると又汗かくから我慢我慢、

八丁の湯はログハウス造りですが凄くモダンな感じでお高そう！！三者三様の宿を見比べつ

つ戻り鬼怒川沿いを降りる。因みに八丁の湯と加仁湯温泉は宿泊客であれば女夫渕駐車場か

らの送迎が付くようです。 

終わってみれば駐車場まで雨にも振られず曇り時々晴れが続いてラッキーでした。 

駐車場には自動販売機があったのでサイダー買って乾杯！！下山後の冷えた炭酸はヤバいで

す（笑）病み付きになります！！ 

道中の近辺の温泉は緊急事態宣言で休

業中のよう。日光まで戻り日帰り温泉ほ

の香で入浴して eatあさいで食べて戻り

ました。 

結果、雨どころか晴れて天気雨がパラッ

と来たくらいで比較的快適に遡行と下

山が出来ました。帰路は霧降高原辺りか

ら土砂降りの雷雨で、幸い温泉中と食事

の時は小雨だったのですが、日光 IC か

ら東北道佐野藤岡までは土砂降りが続

いていました。 
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やっぱり甘くない朝日小屋   宮澤 明音 

メンバー：宮澤（L）、鎌形、森（り）、土屋

8/27 獨協大学前～蓮華温泉キャンプ場  

8/28 蓮華温泉登山口(05:３0)～朝日岳～朝日小屋（14:56） 

8/29 朝日小屋(0４:０0)～朝日岳(06:30)～蓮華温泉(13:00) 

初日は蓮華温泉キャンプ場に宿泊。コロナ感染を警戒し、各自テント持参です。のんびり BBQ

を楽しんだ後でテントに入ると、外から歓声が。出てみると空は隙間なく敷き詰められた満

天の星でした。 

翌朝テントを撤収し車に置いたら出発！いきなり 300m の下りから始まります。キャンプ場か

ら朝日岳の標高差 1000mに加え、明日はこの 300mを最後に登るのね・・とぼやきながら歩き

ます。途中吹く涼しい風に秋を感じたり、高山植物をめでたりと順調な道のり。二日間とも

すれ違う人・追い抜く人の数は少なく、のびのびと歩けました。ほぼ計画書通りの時間に到

着できそう、と思っていた矢先、吹上のコルあたりで天気が急変。降り出した雨に加え、立

っていられないほどの風に煽られ、ストックを使って体のバランスを取るのがやっと。少し

勢いが収まったタイミングで２・３歩歩いてはまた止まり、の繰り返しで一歩一歩すすみま

した。なんとか朝日岳に到着するも、そこから朝日小屋までは長～い下り！明日はここを登

るのか、と考えると下りたくない気になりながら、とにかく宿に入らなければという気持ち

で進みます。小屋に到着した時には靴下もズボンも搾れるほどの状態でした。女将さんが私

たちの顔を見て「良かった～！」と。ほかのお客さんは雨にぬれずに到着したそうです。い

ただいたウェルカムドリンクの桃ジュースはちょっとお酢が入っていて身体にしみました！

乾いたタオルを貸してくださったので雨具などを拭き、部屋に入りしばらくすると館内放送

が。「ストーブを焚くので、宮澤さん、濡れた服などお持ちください」お心遣いが心にもしみ

ました。女将の心遣いが端々に感じられる滞在は山小屋とは思えないほどで、長い距離を歩

いてきた疲れを吹っ飛ばしてくれました。 

翌朝には雨は止んでいて、日の出を見るため 4時に出

発。昨日あんなに遠く感じた距離も、あれ？というく

らいで朝日岳に到着。 

残念ながらガスっていてご来光は拝めませんでした

が、歩いているうちに太陽が出てきて、遠くの山と足

元の高山植物を楽しみながら歩くことができました。ただ、最後の最後に待ち受けている登

りはやっぱりきつく、帰らねば、という気持ちだけで歩き切りました。 

山の会に入って以来希望していた朝日小屋宿泊を果たすことができ、とても充実した気分で

す。忘れられない山行になると思います。鎌形さん・律子さん・土屋さん、本当にありがとう

ございました！ 
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白毛門沢 

記：山口裕史 

山行日：2021年 8月 28日（日帰り） 

メンバー：L沼田、山口裕、会員外 1

コースタイム：7時間 20分

登山口 7：25～7：50ハナゲノ滝～11：50 白毛門山頂 12：35～13：00松ノ木沢の頭～14：35

登山口 

数年前から温めていた湯檜曽本谷。土曜の夕方から天気が崩れる予報。ギリギリで変更し谷

川の白毛門沢に行くことになりました。リーダーの沼田くんは 2 回目、私は以前東黒沢に遡

行時に途中までは経験がある沢。 

入渓するとすぐに明るい沢が続く。谷

川の沢は開放感があって一番好きな沢

の雰囲気ですね。入渓すると前回大黒

茂の時に比べると水量が多い気がした

が、気温も高く積極的に水浴びをした

くなる最高のコンディションでした。 

ハナゲノ沢は水量も豊富で迫力があり

ます。 

ロープが必要な所もほぼ無い快適に遡

行が続くのは私好み。20×40m の大ナメ

はいい雰囲気です。 

さらに最後の詰めは展望が良く、暑い

んだけど気持ちよく登れました。最後

の方はなかなかたっている斜面なので

少々緊張するが、山頂直下に詰め上が

れて充実感がハンパないッス。沢何回

か経験した人がくれば喜ぶこと間違い

なしですね。沢だと人が密になるとこ

ろも避けられるしこの時期はイイで

す。 

9 月予定の赤木沢への足慣らしにもな

ったし、山頂から朝日岳を見て 10月のナルミズも是非今年は達成したいなと思いました。天

気が良いことを祈るばかりです。 
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記：榊原奈歩 

 山行日：2021 年 8月 28日-29 日
 コースタイム：1Day 3.0H , 2Day7.0H

 1Day; 12:53 上高地帝国ホテル-13:00 田代橋-13:08 西穂高登山口-15:45 焼岳・上高
地分岐-15:59 西穂高山荘

 2Day;5:57 西穂高山荘-6:06 西穂丸山-6:48 西穂独標-7:21 ピラミッドピーク-7:50 チ
ャンピオンピーク-8:23西穂高山頂（休憩 25分）-9:30 ピラミッドピーク-10:01ピラ
ミッドピーク-10:42 西穂独標-11:18 西穂丸山-11:32 西穂山荘-（荷詰休憩 25 分）-
12:44 旧歩荷道分岐-13:06 新穂高ロープウエイ

 メンバー：榊原、会員外 1 名

7 月下旬に西穂に入ろうと思っていたが、左膝の調子が良くなく大事を取って諦めた。
西穂に行こうと考えていた理由はそれなりにある。そんな話を友人にしたら行きたい
と言ってきた。 
友人は北アルプスお初の晴れ星人である。テントを担いで何度も山に行っているもの
の、北アルプスは未踏。幸か不幸か？悪天候の経験は少ないが、今回岩稜帯のため悪天
は無いよーと念を押す。 
上高地帝国ホテル前から歩き出す。今年は毎回初日の体調が今一つである。しかも途
中から前線が南下してきて小雨がパラパラ、木の木陰で雨宿りをしながらテント場を
目指す。 
今シーズンはコロナで西穂もテント場が完全予約であり、PM から歩き出しでプラン
を立てた。西穂のテント場はフラットで砂地、快適であるが私達の到着時刻ではかな
りテントが張られていて、先人のペグを退かして辛うじて 2 張割り込む。その後のテ
ント場予約客は張れなかったのではないか？予約の意味はあるのか？とやや疑問。

一人のテント泊は、楽しみが限られる。 
私は会の人と行くようになってから、人といく良さを感じることは多々ある。 
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普段一人で行く友人に、人と行くテント泊の良さを知ってもらおうと、夕飯は私が豚
丼他（ご飯は友人が炊く）を作り楽しんでもらった。でも、、、シビアな山行ではできま
せん。 
晴れ星人の威力発揮でテン場では雨は降らず、小屋の方から明日はここ数週間で一番
良い天気が期待できるとのお話をいただき、2 人でテンションが上がる！！ 
翌日は朝から快晴、RW 客が来る前に山頂に向かって歩きだす。 
丸山までは普通の登山道、独標手前から手足の置き場を考えるポイントが出てきて、
その先は岩稜だ。友人は本格岩稜帯の経験はさほどなく最初不安であったようだが、
ホールドの取り方と足の置き方を簡単に教えると難なくクリア。その後は感覚をつか
んだようで一安心。
笠ヶ岳の雄大な姿を存分に見ながらの気持ちよく登る。山頂では焼岳、笠ヶ岳、ジャン
ダルム、奥穂、前穂、槍、黒部五郎岳、中央アルプス、南アルプス、八ヶ岳、富士山、
伊吹山まで見れた。こんなに真っ青な空で吸い込まれそうな眺望はなかなかなく、思
わずのんびりしてしまった。
山頂で大阪から来た方の写真を撮ってあげたら、面白い物を貸してくれた。2 人写真撮
影！大爆笑であった。白馬岳で白馬になるために、わざわざ探したそう。ということで
今回、西穂で白馬になりました！友人はブルドック。こんなご時世でもほっこり笑わ
せてくれるユニークさに感謝。
その後は小屋に戻り、RW から新穂高温泉に降りる。
下山後、飛騨牛を食べる気でいたが、コロナでお食事処は閉鎖されていたため今回は
食べれず図仕舞い。また次へのお預けになった。
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記：浅井祐子 

6/5-6 谷川岳/一の倉沢と奥利根水源散策 

L. 浅井ゆ、杉山、澁谷、下川、兼堀恵、畑野仁

6/5 草加:30 = 土合 P 7:40 – 一の倉沢散策 - 奈良俣ダム散歩 = 水上高原(泊) 

6/6 スキー場でワラビ摘み - 森の中でジップライン = 水源散策 = 帰路 

 お気に入りの谷川岳には数えきれぬほど登っているが一の倉沢を訪れたことが無か

った。 

あらためてじっくり眺めに行こうかと話が纏まり、お散歩気分でいつもの土合駐車場

から西黒尾根や巌剛新道の登山口を懐かしみ、のんびり木漏れ陽を楽しみながら進む。 

やがて樹林帯のカーブをぬけると眼に飛び込んでくる威圧感半端ない岩の壁!! 残

雪と畏れさえも抱きそびえ立つ一の倉沢でありました。双眼鏡で登っている姿を探す

と、いました! 訓練だろうか？10 名ほどのグループが岩に取り付いているのが見えた。 

 私などは尾根歩きで充分楽しいのだが、岩に魅せられた人はやはりここを登りたい

のでしょうね～? 無事の登はんを祈るばかりです。 

 翌日は宿の後ろのスキー場で山菜摘みを楽しみ、年齢なんて関係ね～とばかりに森

の中をムササビのごとく飛び回るジップラインに初挑戦! 初夏の 2 日間を遊びまくり

ました。 

8/6-7 上高地散策と畑野順二さん写真展鑑賞 

L.浅井ゆ、下川、杉山、畑野仁、兼堀恵、澁谷、

写真の上手な順二さんがお仲間らと上高地のホテルで写真展を開催と聞きつけ、な

らば観に行かなきゃ～とこちらも急遽話が纏まり出かけて来ました。いつもならごっ

た返しているバスターミナルはコロナのせいで閑散としている。大正池で下車し梓川

沿いを楽しむ。 

 翌日は涼しさを求めて安曇野の渓谷を散策。途中、小猿を目にしたが親猿と共に森

の奥に逃げて行くだろうと思っていたら、何とこちらに向かって来るではないか!? 

小猿らを守るべく親猿らも必死だったのだろう。私達を囲み威嚇を始めた。こちらは

戦う意志などある訳ないので、さっさと来た道を戻る事にした。猿と言えども野生動

物の怖さを実感! 

順二さんの写真と 



編集後記 
８月に家のトイレのドアに足を挟んで負傷＆緊急事態宣言で「トホホ・・・」な気分にな

りましたが、この夏は皆さんの原稿を読みながら、妄想登山をたくさんしました。花、沢、
岩、山小屋、テント泊などなど草加山の会の皆様のそれぞれの山の楽しみ方にたくさん触れ
ることができました。秋の気配が漂い始め足も治ってきたので、安心して楽しく山に行ける
日に備えて体幹トレーニングに励みます！ 

皆様には、たくさんの原稿をご提出いただきありがとうございました。また、機関誌部長
の榊原さんには、たくさん助けていただきました。ありがとうございました。A.M 

今回も原稿はさほど出ないかな？とタカを括っていたところ、村上さんのところにドドー
ッと押し寄ました。沢山の原稿ありがとうございました。また、早々処理いただきありがと
うございました。 

おかげ様で校正を早い時期からかけることが出来、最終点検が楽に終わりました。 

私は自分の抗体値が元素の半減期の早いパターン状態になっている結果をみて、またアレ
を打つのか・・と憂鬱。 

感染力が強いとはいえども、感染する状況は以前から根本は変わっていません。ご家庭や
職場に持ち込まないよう、怪我等で病院に行くことが無いよう、普段以上に注意、余裕をも
った山行計画を立てることを切に願います。Ｎ.Ｓ 
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