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Call 
記：宋 寅虎

6 年前の 2015 年 10 月、お試し山行として三国峠（群馬）に連れていってもらった。あいにくの雨の

中で、リーダーの祐子さんの重たそうなザックから鍋道具と食材が出てきた。そこで作って頂いた温

かいスープは今でも忘れない。翌年 2 月には黒斑山（2,404ｍ）の冬山入門登山。ピッケルの使い方、

わかんをつけた歩き方を教えてもらいながら、約 2 時間かけ高峰温泉からトーミの頭まで悲鳴をあげ

ながら登った。雪に覆われている浅間山の姿は今も記憶に新しい。 

 それから、多くの山の絶景を求めて、山行に参加してきたことも、下山後の温泉、美味しい飯とお酒、

たくさんのおしゃべりも、すべてに感謝しかない。 

 私が山に魅了されたのは大学 2 年生の時。登った山は智異山（チリさん、高さ 1,915 m）。韓国では

済州島の漢拏山（ハンラさん）を除いて一番高い山である。当時軍を除隊して 2年生に復学した私は

同級生と 4 泊コースで登ることになった。今では信じられないが、夏休みの梅雨期で服も靴も登山用

ではなかった。テントを詰め込んだ重いザックを背負い、雨の中、岩場を滑り落ちながらも必死に登

った。山の経験もなかった故に、渓谷でテントを張ったものの、急に水が増え、危機一髪で避難した

記憶もある。しかし、この山の絶景に魅了された私は、新婚旅行は「この山だ」と叫んだ。智異山は３

つの地方にまたがっており、山頂では色んな方言が聞こえて面白い。それから 25 年後、今の山の会

の門を叩いたのも、この山での体験があったからだと思う。いつか山の会の皆さんと登ってみたい。 

 会社人生の終盤に向かっている時期とコロナ禍もあって、2 年余り山行に参加できていない。近場

の低山に出かけたりするが、やはり物足りなさ、なんかの寂しさを感じる。元気なメンバー達の素晴ら

しい山行報告を見ながら、エールを送る。私も諦めずに日本の山をたくさん登りたい。 

2016 年 2 月 11 日 黒斑山へ 
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小林いつ子 

私の一名山 

それは 迷いなく、下界は初夏 6月に入ったばかりの 袈裟丸山（群馬） である。

赤ヤシオと白ヤシオ・一際見事なシャクナゲの群落など、天国の花園とはこれか？！！！と

思わせるような、とろけそうな気分になった。 

それからの数年、毎年通い続けたが、この時の景色には会えていない。 

考えてみれば分かること。あの時の様なタイミングがそうやすやすとあるわけもない。 

 袈裟丸山は兎に角、植生が豊かで、シャクナゲの次はレンゲツツジのつぼみがはじけそう

に、咲き誇るのを待っている。 

しらかば林・カラマツ林・勿論もみじなどの紅葉樹も多いので秋に挑戦してみたが、これは

あえなく失敗。山が深いのでクマ出没の気配があちらこちらに！！ 

怖くて怖くて落ち着いて山を楽しむことは出来ず、真新しい道標もかじられて無残な事にな

っていた。鹿さんには遭遇したことがあるが、熊さんには会わずにすんだ。 

どうしても車が必要な山だが、皆様、一度は行ってみてください。 

見事な景色に会えるかどうかは時の運。運試しに如何ですか？ 
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令和 3 年 9 月～令和 3 年 11 月山行実績 前号未提出分含

山行 日程 山岳名 リーダー 参加者

個 8/21 古峰ヶ原峠 樋渡

個 8/28 西沢金山金田峠 樋渡

個 8/29 黒斑山 青木慎 東、床波（試）

個 8/29 羽黒山 樋渡

個 9/5 雨巻山高館山 樋渡

個 9/7 八ヶ岳（赤岳） 浅倉 石川

個 9/10~12 赤木沢 沼田 山口裕

個 9/10 平標山 宮澤 新島、鎌形、森花

個 9/11 鎌倉山芳賀富士 樋渡

個 9/11~12 立山三山、剱岳 榊原

個 9/14 離山 浅井祐 澁谷、杉山、下川、山崎、小林

個 9/19 手白沢温泉 樋渡

個 9/19 半月山 遠藤 殿塚、堀江、林（試）

個 9/19~20 尾白川鞍掛沢 長田

個 9/21 多気山 樋渡

個 9/21 雁が腹摺山 山本 阿部、和田、小林、澁谷

個 9/22 岩山 樋渡

個 9/23~25 朝日岳、栂海新道 青木慎 山口裕、榊原

個 9/25 那須連山 樋渡

個 9/29 切込湖、刈込湖 新島 小林、山本、大門、尾崎

個 10/1~2 立山 松田弘

個 10/2 鳥海山 榊原

個 10/3 市ノ萱川道平川 沼田 山口裕

個
10/3 那須三本槍 鎌形 鈴木勝、澁谷、兼堀善、森律、宮澤、

浅倉、福田、井上

個 10/3 阿弥陀岳南陵 長田

個 10/8~9 瑞牆山、小楢山 殿塚 遠藤、堀江、林

個 10/9 根元山 樋渡

個 10/10 谷川岳（天神） 浅井祐 浅井昭、鈴木廣、青木慎、三隅

個 10/10 三国川黒又沢日向沢 沼田 山口裕

個 10/17 みかも山 樋渡
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個 10/18 燧ケ岳 榊原 鈴木勝、松田弘、青木慎

個
10/20 宝篋山 兼堀恵 石井美、兼堀善、木原、阿部、澁谷、

大門

個 10/22 燧ケ岳 浅倉

個 10/23 長七郎山、地蔵岳 殿塚 宋、井上、林

個 10/24 榛名富士 青木慎 青木麻、三隅、東、久保田（試）

個 10/24 羽賀場山 樋渡

個 10/25 両神山 浅倉

個 10/26~ 
27 

西沢渓谷、飯盛山 兼堀善 新庄、小林、下川、福田、澁谷、兼堀

恵、木原、和田、森花、山本、杉山

個 10/31 碓氷川本流 沼田 山口裕

個 10/31 湯河原幕岩 長田

個 11/6~8 中山道 澁谷 兼堀善、兼堀恵、大門、石井美、小林、

鈴木廣、阿部、森花、出口、鎌形、木

原、山口敏、染谷、畑野仁

個 11/6~7 伯耆大山、伊吹山 (榊原) 

個 11/12 中倉山 井居 土屋、堀江

個 11/13 奥多摩紅葉ハイキング 殿塚 林、杉田

個
11/13~
14 

城ケ崎海岸、天城山 青木慎 山口裕、三隅、東

個 11/14 越沢バットレス 長田

個
11/17 黒岳 山本 浅井祐、小林、澁谷、兼堀善、兼堀恵、

下川、木原、林、和田、福田

個 11/20 鳴蟲山 樋渡

個 11/21 釈迦ヶ岳 村上 殿塚、土屋、遠藤、森律

リ
11/23 阿寺岩トレ 長田 沼田、出口、青木麻、浅倉、石川、

榊原、青木慎、三隅、林、杉田

個 11/23 戦場ヶ原 樋渡 黒澤、小林、小野寺、山本

個 11/27 石割山、太平山 浅井祐 浅井昭、堀江、林、杉田

個 11/27 松倉山 樋渡

個
11/27 武川岳～伊豆ヶ岳～子

の権現

山口裕

個
11/28 石裂山 青木慎 鈴木勝、村上、榊原、東、堀江、林、

杉田、佐土原（試）

個 11/28 酉谷山 長田 
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黒斑山 2404 m
記：青木 慎弥 

日時：2021/8/29（日） 

メンバー：青木慎（L）、東、床波（お試し）

コース：

車坂峠 8:30 発―槍ヶ鞘 9:30―黒斑山 10:10/10:30―車坂峠 11:40 着 

3.0 h, 5.0 km 

 若手の東くんと、お試し参加の床波さん向けに、初めての登山に最適な黒斑山に行ってき

ました。草加から、高速をかっ飛ばし車坂峠へ。駐車場で準備を行って、歩き始めました。 

黒斑山への道は快適そのものでした。植物は黄色がかっており、風は爽やかな秋の空気。や

や曇りがちであったものの、合間から見える八ヶ岳が美しかった。1 時間ほどで、浅間山を

正面に臨める地点に到着しました。大きな浅間山が感動でした。 

ガレているトーミの頭を抜けて、黒斑山まで歩きました。今日はここまでにします。後は車

坂峠へ下るだけですが、道中カモシカに遭遇しました。びっくり。 

車坂峠に帰り、食事をして、温泉に入って、無事に草加まで戻りました。床波さんも軽やか

に歩いていて、そして楽しそうでなによりでした。また、山に参加していただければと思っ

ています。 

実はここまでのロングドライブは、学生時代以来だったので少し緊張しました。ただ、車

ですと山を登った直後にビールが飲めないのが、悲しいです。それゆえになるべく公共交通

派なのですが、車は車でありですね。 

浅間山を望む カモシカに会いました
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記：石川浩道 

八ヶ岳（赤岳） 珍登山 
2021 年 9月 7日（火） 

L 浅倉直人、石川浩道、会員外 1名 計 3名 

3時 50分 浅倉農園に出発 〜 7時 00分 小渕沢 IC下車 〜 7時 40分 赤岳山荘駐車

場 

7 時 50 分 登山開始 10 時 15 分 行者小屋で小休憩 〜 10 時 50 分 阿弥陀岳分岐 〜 

12時 40分 赤岳山頂 〜 地蔵尾根経由 〜 15時 00分 行者小屋休憩 〜 18時 00 下

山 

初めて八ヶ岳（赤岳）。 

天候だけに恵まれ、樹林帯の中、クマ除けの鈴がやたらでかいリーダーの後ろを 3 時間ほど

歩く。リーダーは、ユーチューバーになりたいらしく、執拗に撮影機器（GoPro）を買えと勧

めてくる。そして動画を撮るように求めてくるため、デジカメで動画を撮影する。 

気分が良くなったらしく、生えているキノコを取り始めたり、「樹林帯を抜けて青空が見えて

きました」などコメントしていた。 

樹林帯を抜け、空を見上げると「ハロ」（虹の輪）が見え、山頂に着くと雲海から富士山がク

ッキリと見え、雲の上に道があるように稜線が浮かび上がり、まさに絶景のパノラマが堪能

できた。 

心情的にコントラストが激しく、思い出に残る山行でした。 
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記：森 花江

平標山 1938m
山行日：2021 年 9 月 10 日 
メンバー: l 宮澤 新島 鎌形 森花

ルート:登山口ｰ平標山の家ｰ平標山ｰ松手山ｰゴール

小屋泊まりの予定が日帰りになった

岩魚沢の渓流を左に見ながら出発  この道は上信越自然歩道で良い所です

平元新道樹林帯を行く

平標山の家から 仙ノ倉山の稜線を見ながら歩く

私の脚の不調があり メンバーに助けていただいて やっと山頂に。草原状の尾根 にはウメバ

チソウ、フウロ、

シャジンなど夏の花が見られ、アサギマダラが飛びかっていて 私達を楽しませてくれました。 
メンバーの皆さん 迷惑かけました。ありがとう
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赤木沢・薬師岳 

記：山口裕史 

山行日：2021年 9月 10日～12 日 

メンバー：L沼田、山口裕、会員外 1

コースタイム：

■1日目：5時間 30分

折立 7:30 - 10:02 五光岩ベンチ - 10:19 太郎兵衛平 - 10:42 太郎平小屋 11:22 - 13:00 薬

師沢小屋 

■2日目：沢遡行 8時間 50分

薬師沢小屋 7:50 - 10:00 赤木沢分岐- 10:14 ウマノ沢分岐- 12:00 大滝 - 14:07 中俣乗越 

- 14:45 赤木岳 - 15:16 北ノ俣岳 15:29 - 16:31 太郎山 16:32 - 16:40 太郎平小屋

■3日目：6時間 20分

太郎平小屋 4:00 - 4:13 薬師峠- 05:08 薬師岳山荘 - 5:58 薬師岳 6:10 - 6:37 薬師岳山

荘 - 7:54 太郎平小屋 8:02 - 8:35 五光岩ベンチ - 10:20 折立駐車場 

2014年に折立～雲ノ平～水晶岳～鷲羽岳～黒部五郎岳～薬師岳と周回した時に稜線に詰めて

くる方がいて声を掛けたら沢登りだと聞き、いつか遡行してみたいと思っていた赤木沢で、

ようやく念願がかないました。 

1 日目、最高の天気でこれは期待できるとニヤけ顔で薬

師沢に到着。けっこう早い時間から沢の音を聞きながら

２L のビールを購入し乾杯。沢に足を浸すと数秒で足が

痛くなるくらい冷たくて少々心配になりました。 

2 日目、赤木沢遡行当日は朝から雨。9 時位から雨はや

みそうとの予報を見て 1時間ほど小屋で待ったが、これ

以上待機すると太郎平小屋への到着が暗くなるので 8時

に出発する。沢水は冷たいのだが沢靴を履いているおかげで足は耐えられ。が、腰まで入る

渡渉点ではマジで冷たくて縮みあがりました（3～4回あったかな）。 

1 か所水量が多くて高巻き懸垂下降したと

ころがありました。その後は、水量豊富、

陽光が無くても本当に美しい沢の色、開け

た沢、スケールの大きい滝もロープ無しで

登れると今まで遡行した沢の中でも随一の

景色です。 

惜しむらくは、晴天、もう少し暑い時に来

たかった。最後の詰めがガスっていたこと、

水が冷たくて泳げなかったのが残 

念。薬師峠テント泊で再訪を誓いました。 
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3日目、せっかくアルプスに来たのでピークも踏みたいと薬師岳へ。1度登っているので曇天

なら行かないと思っていたが、天気が良かったので 4 時出発で登り始める。山頂直下は風が

強くて体感 0℃って感じでしたが、澄んだ空気の中、北アの大展望と日本海の景色を堪能で

きて良かったです。アルプスの沢最高！ 
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記：榊原奈歩

 山行日：2021年 9月 11日-12日

 コースタイム：1Day 7.0H , 2Day11.0H

 1Day;9:35室堂バスターミナル-10:33一の越山荘-12:05雄山-12:24立山-12:30大汝

山-13:00 富士ノ折立-13:41 真砂山-13:38 別山南峰-15:09 劔御前小屋-15:49 劔沢キ

ャンプ場-15:58劔沢小屋-16:27剣山荘

 2Day;4:25剣山荘-4:48一服劔-5:35前劔-5:57前劔の門-6:22平蔵の頭-6:38カニの

縦バイ-7:10劔岳（写真撮影等 20分）-7:31下山開始-7:42カニの横バイ-8:10平蔵

の頭-8:51前劔-9:48一服劔-10:35剣山荘（荷詰休憩 35分）-11:14小屋出発-12:48

浄土橋-14:16 雷鳥沢ヒュッテ-14:28 雷鳥荘-14:58 みくりが池温泉-15:01 みくりが

池-15:12ホテル立山-15:15室堂バスターミナル

 メンバー：榊原

剱岳は行きたいルートが沢山ある。まずは手始め、一般ルートでカニさんと戯れようと思

い今回の計画を考えた。テントを背負って立山とセットで 2 泊 3 日も考えたが、今年は晴れ

間が続かないこともあり、テントを捨ててコンパクトに立山三山と劔を 1 泊 2 日で入ること

にした。初日の洗礼、立山のケーブルカーの発券所は長蛇の列。予定から 1 時間遅れの登山

開始となるが、想定外にポツポツと雨が降ってきたのでまーいいかと割り切る。 

室堂に着いたら白かった。こんなはずでは？？？と頭をかしげながら、立山三山に向かう。

台風ができて雲のでき方が変わったのだろう。室堂は早くも草紅葉が始まっていた。 

今回も歩き出し 3 時間くらい調子が出ず、タイムもあがらない。途中、少し晴れ間も見え

たが、雨も降り出し視界が悪くレイン投入。そんな状態でも雷鳥沢キャンプ場は、テントが

犇めいていた。今回、雷鳥に会えるかなーと思いきや、結局会えなかった。あーここの稜線、

晴れたら最高なのに！とトボトボと歩く。。別山では視界ほぼ 0、、、。劔様はシャイなのか、

初日は雲隠れをしていてなかなか全貌をみせてくれない。。。。 
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剣山荘はとても綺麗で快適度はこれまで泊まった小屋の中でも Top3を争うレベルだ。水は

タダ、温水シャワーが使える、水洗トイレ、スマホ充電も出来る、標高は 2400m を超えてい

るのに、、、とても小屋とは思えない。濡れたレインもあっという間に乾き、小屋でヌクヌク

する。お部屋は 8 人部屋を 4 人で使用、間仕切りのビニールカーテン、フカフカの布団、コ

ロナ対策で不織布が準備されていて、窓際が近くても寒くない。まさに至れり尽くせりであ

った。夜中、寝室の窓際から満点の星空が見え、明日は晴れる！と期待を膨らませる。 

朝 3 時起床、既にテント場からヘッドライトを付けた集団が劔に向かって続々と歩き出し

ている。4:25歩出し開始。暗いためペースがなかなかあがらない。 

前劔の手前あたりから明るくなりだし、歩きやすくなる。要所要所の鎖場でプチ渋滞が始ま

る。予想はしていたが、コースタイム通りには全くいかない。ガイドツアー集団が渋滞を一

層ひどくする。カニの縦バイで前がつかえて、止まる。山頂では写真撮影渋滞、カニの横バ

イでも渋滞。（混雑期はカニの縦バイ、横バイで各 1時間程かかるらしい）感想は、場所にも

よるが沢登の岩場の方が難易度的に高い気が？と感じた。 

今回は使用しながったが、セルフはあったほうが大渋滞をした際安心だ。劔を下山しても

室堂までの道のりはアップダウンが続き本当に長い。最後、雷鳥沢を過ぎたあたりから足取

りは重く、ヨタヨタと室堂に向かう。15:20のバスに乗れず、15:50に臨時バスに乗り立山に

向かう。扇沢行きの最終バスは 15:30であり、通常期この日程とルートで行くには、朝 2～3

時出発が妥当又は、平日入るべき場所かもしれない。若しくは、通常期週末は 2 泊で考える

しかないのか…。絶景は待っているが、色々な意味で試練がある山だと思った。
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記:殿塚 洋一

半月山 1,753m

山行日:9月 19日(日) 

参加メンバー:遠藤 L、堀江、林(お試し)、殿塚 

コース:歌ケ浜 P(7:40)―茶ノ木平(8:55)―展望台(9:32) ―狸山(10:00)―半月山(11:00)―

半月山展望台(11:14)―半月峠(12:07)―狸窪(12:57)―イタリア大使館(13:14)―歌ケ浜

P(13:40)  

台風一過の日曜日、中禅寺湖畔の歌ケ浜駐車場を出発。 

湖畔の車道を鳥居方向に戻り、星野リゾート前を通って茶ノ木平ハイキングコース入口に到

着。コースに入ると登り一辺倒で階段が多く少々辟易としたが、それらを帳消しにするくら

いの爽やかな風と雲一つ無い空に癒された。茶ノ木平から狸山への登山道では車道を渡るが、

この道路は社山や黒檜山登山のときに駐車する半月山第二駐車場へ通ずる道路であり車窓か

らは見慣れた景色だったが、初めて外から見廻すととても新鮮なものに映った。 

ここから半月山の登りとなるが、途中の半月山第一駐車場にも中禅寺湖と日光の山々が一

望できる展望台が備えられており日光白根山方面の眺望を楽しむことができた。 

さらに登るといよいよ半月山の頂上であるが、ここは展望の無い所なので記念撮影しただけ

でスルー。少し下った所にある展望台からは旅行雑誌や東武鉄道の中刷りで目にする八丁出

島と奥日光のパノラマが楽しめる。半月峠から中禅寺湖畔に降り湖畔を散策しながらイタリ

ア大使館別荘記念公園に向かう。本日の締めとして楽しみにしていたイタリア大使館とイギ

リス大使館の施設であったが、残念ながらどちらもコロナの感染防止策の為閉館中との事。

それでも敷地内の通行が許されていたため湖畔の桟橋での記念撮影が出来て感謝!!  ゴール

の歌ケ浜駐車場に 13時 40分に到着。今回のルートを顧みると適度な上り下り、展望の良さ、

下山後には湖畔でのゆったりとした時間が網羅されたとても良いルートであると思った。 

 皆さんもどうぞお試しあれ!!   

＊ 

<半月山山頂にて>      <イタリア大使館別荘記念公園桟橋にて>
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尾白川 鞍掛沢金山沢 
L:長田 一樹 会員外 

9/19矢立石登山口6:30→8:10林道終点→8:20入渓点8:30→鞍掛沢出合い8:50→金山沢出合

い 11:50→宿泊地探し→12:30 宿泊地  

9/20 宿泊地 6:30→金山沢出合い 6:40→14:00 稜線 2260 ピーク 14:30→16:15 日向山

16:25→17:20 矢立石登山口 

前から気になっていた鞍掛沢に行

ってきました。鞍掛沢自体は水も綺

麗で難しい滝も無く楽しかったの

ですが、金山沢が思いの外手強く、

しかも下調べ不十分だった為、最後

のドーム滝に辿り着けませんでし

た（笑） 鞍掛沢は去年沼 Pたちが

行っているので割愛します。宿泊地

は金山沢出合いより少し登り左岸

台地にありますが落石跡が結構あ

ったので一度荷物置いて上流も探

します、しかし良さげな所が無かっ

たので左岸台地にタープを張る。そそくさと焚き火の準備をする。またしても火が点かず焦

るが、今回は牛乳パックに救われる！！焚き火が安定した 3 時過ぎくらいから飲み始め撃沈

した時間は不明（笑）若干二日酔い

気味のまま行動開始、クライムダウ

ン出来るかもしれないが安全を取っ

て立ち木に捨て縄かけて懸垂下降す

る。ロープ要らないとの情報で 20ｍ

ロープしか持って来なかった為、最

後はクライムダウン。金山沢に入る

とテント！？中には誰もおらず荷物

や寝袋が干されている？？恐らく釣

り師の人であろうと、そのまま素行

を続ける。最初は細くゴーロだが暫

くすると見応えのある大滝が現れたりして楽しい！大滝の巻は単純では無く考えさせられた

りして気が抜けない、登れる滝もあるのだが如何せんヌメリが酷く緊張する。そろそろ終盤

かと思いつつ階段状の滝を登るとスラブの先にドーム状滝が見える！！（本来のルートは階

段状滝を登って右手に折れるとドーム状滝です）引き込まれるようにスラブ滝まで進む、下

から見ると登れそうだがフリーでは落ちたらひとたまりもないのでロープ出してヌメリ避け

て登るのだが 20ｍロープでは最後まで行けず途中でピッチを切る、やけに悪いスラブをハー 
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ケン一枚や拙い灌木でビレイして 2 ピッチ追加し抜けるとドーム状滝とは形状が違う（笑）

左手の先には未だ滝も在るが 40ｍ近い立った滝です（笑）小川山の春の戻り雪くらいのイメ

ージのスラブでしたので明らかにルートミスっています（汗）取り敢えず GPSで確認すると、

正常ルートより尾根挟んで左側に来ている模様、尾根乗ってみましたが、復帰できそうにな

いので、ドーム状滝と間違えた滝の左岸を詰めてみる、踏み跡はあるので間違えて入るパー

ティーもけっこうあるのだろう、上がって右手方向へトラバースすると踏み跡に復帰する。

上部で鞍部か 2260 ピークに抜けるか迷いましたが鞍部に抜けても 2260 ピークに登ることに

なるので我慢で 2260ピークを目指すヒーコラ言いながら漸く到着、装備解除して着替えてカ

ップラーメン食べて出発、CT6 時間チョイなのでヘッデン下山かと思いましたが割と快調に

飛ばせて 5 掛けくらいで日向山到着で

きたので日向山でも少し休憩している

と二組くらいの家族パーティーが上が

ってきた！！ハイキングコースとはい

えこの時間に小さい子供も上がってく

るのにはビックリです。暗くなる前に降

りられれば良いけどねと話しつつ自分

達も下山する。尾白の湯でサッパリして

渋滞情報見ると。。。。久々の小仏トンネ

ル通過まで 3時間以上の表示です。すこ

しゆっくりして山梨を 9 時近くなって

から出ましたが渋滞解消には至らずでした。
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雁が腹摺山（1874ｍ） 

山本 理郎 

■日程 2021年 9月 21日（火） 

■コース 草加午前 6 時……新郷ＩＣ……中央道……大月ＩＣ……真木温泉……大峠

9：00……雁が腹すり山……大峠……帰路 

■メンバー L=山本、阿部、和田、小林、渋谷 

足底腱膜炎という足の裏の腱が炎症を起こす病を患って 1 年半が経過し、やっと少しは山登

りが出来るまでに快復しました。そんなお試し山行として選んだ山です。中央道の大月 ICを

下りて、真木温泉を経由して大菩薩方面に北上し、大峠（1560ｍ位）まで舗装道路です。一

般車両はここで Stopで、駐車場、トイレがあります。 

駐車場の右手奥に登山案内看板があり、その先が登山道の入り口です。身支度を整え出発、

山頂までの高度差は 300M で高齢者の弱い足で 70 分で到着。ルートのほとんどが樹林帯で期

待していた秋の草花を楽しむことが出来なかったのが残念である。 

山頂付近で樹林帯が開け、旧 500 円札の裏面のイラストと同じ図柄を確かめる事が出きる。

紅葉のシーズンはマイカーで手軽に楽しめる山としてファミリー登山が多いらしい。 

お勧めは雁が腹摺山から姥子山を経由して大月に下るルートであるが、大峠までバスの便は

無く、大月からタクシー利用になるのが負担である。 

大峠

500 円札裏面で有名 
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記：青木慎弥、榊原奈歩 

 山行日：2021年 9月 23日-25日

 コースタイム：1Day 5.5H , 2Day 11.0H ,3Day 4.5H

 1Day; 7:08 北又小屋-7:14 北又吊り橋-8:09 三合目(曲り谷)-9:06 五合目（ブナ平）

-9:37七合目（白樺坂）-10:35イブリ山-11:46夕陽が原-12:33朝日小屋

 2Day;5:07 朝日小屋-5:56 水谷のコル-5:56 朝日岳-6:22 吹上のコル-6:40 照葉ノ池

-7:34アヤメ平-8:42黒岩平-8:58黒岩山-10:15サワガニ山-10:46北又の水場-11:38

栂海山荘-12:44 黄蓮山-13:30 黄蓮の水場-13:42 菊石山-14:25 下駒ケ岳-15:55 白鳥

避難小屋-15:57白鳥山 

 3Day;6:17 白鳥山-6:37 山姥平-7:13 シキワリの水場-7:20 金時坂ノ頭-8:07 坂田峠

-8:41尻高山-9:22二本松峠-10:30親不知 栂海新道登山口-10:41親不知観光ホテル

-10:52海抜 0地点

 メンバー：青木慎（L）、山口裕、榊原

北又小屋-朝日岳まで（榊原執筆） 

糸魚川の親不知観光ホテルに車を停め前夜泊するも、カーブ坂のトラックの音がうるさく、3

人ともほぼ寝れずに朝を迎えた。しょっぱなから厳しい洗礼。 

リーダー曰く、栂海新道は雲取山に毛が生えた程度というが、調べると何やら辛そうなコメ

ントが多数。700mから 2400mまで登りそこから海抜 0まで下るロング 33.6km。

よって、この山行に入るためには事前トレ要と考え、この夏調整しながら山を登っていた。 

今回諸般の事情からテントを捨てることにした私は、朝日小屋を堪能すると決めた。食事が

評判の小屋で、今は宿泊者しかありつけないため、まーこれでいいかと。 

初日、朝日小屋の女将に遅くとも朝 7 時には登山開始するよう言われ、予定時間を早める。

北又小屋まで TAXIで向かう道中、手つかずの自然の中に行く感じで、如何なところに連れて

いかれるのやら？と思った。本日の登山者は少数、登山道はキノコランドでリーダーから熱

い解説をうけるも、スーパーで売っているキノコしかわからない私には全く名前が覚えられ

ない。キノコ鍋が十分できそうな種類・量が生えていたが、食用できるかは未知である。そ

の後は、紅葉が始まったばかりのお花畑に出る。ピンクの猫じゃらしが印象的、チングルマ

の葉は色づきが進み気味で少し濃い目であった。 

朝日岳・栂海新道 
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花畑を過ぎると、朝日小屋に到着。白馬岳が間近に見える。テントを担いだリーダー＆山口

さん、そこに私も合流しテン場でお酒＋くつろぎタイム。しかし、山の天気は変わりやすく

3 時にはガスが降りてきた。その後、寒空の中風でテントがパタパタいっていた。小屋は今

回宿泊者が 9名と空いていたため、個室を 1人で贅沢に使わせてもらった。 

待ちに待った夕飯！ご飯は圧力鍋で炊いたもの。ホタルイカの沖付、ブリの昆布〆など海の

幸が豊富。冬の間、女将が下界で仕込みをして、シーズン開始時にヘリで荷揚げをしている

とのこと。山小屋の食事とは思えない程美味しい。また、朝ごはんが出ない代わりに、夜、

小さなおにぎりが配られ、朝、食堂でお茶やすまし汁を飲めるよう配慮された。至る所に女

将の気遣いが見える。夕食後は、お腹いっぱいで、あっという間に寝てしまった。（外は少し

雨が降ったようだが、全く気付かず） 

また翌日の行動食に、炊込みご飯と笹の葉寿司 3種を仕入れる。何れもとても美味しかった。

特に笹の葉寿司は酢飯と蛋白質の鱒、的鯛、クルミ、体が欲しているものが入っている。Long

山行をする場合、シビアに軽量化に挑まなければならない。しかし今回の山行の食生活を振

り返り、タンパク質と糖質をバランス良く入れると、体が本当に楽だとあらためて感じた。 

2 日目は Long、まずは朝日岳まで目指す。小屋から 1 時間弱で到着。山の間から朝焼けを眺

める。（この続きはリーダーの青木さんが記載します。） 

ご参加の皆様、色々ご迷惑をおかけしましたが、無事に朝日岳、栂海新道に行くことができ

本当に感謝しています。これからも宜しくお願いします。 

また、今回の山行についてご助言を下った殿塚さん、どうもありがとうございました。
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朝日岳―栂海新道―白鳥小屋（以下：青木執筆） 

朝日岳から北に向かって歩き始め、とても長い下山が始まる。遥か遠くまで山並みが続いて

おり、ゴールがどこにあるのか見当がつかなかった。歩けるのか不安になったが、だからこ

そ完踏してやろうではないかと思った。 

朝日岳から黒岩平までは、高山植生と針葉樹林が交互に繰り返して、気持ちの良い道だった。

栂海新道というと、山と海を繋ぐイメージが強いが、この区間の景色がとても印象に残って

いる。錦絵のような景色を目の当たりにして、とても気分が良い。 

黒岩平から先はなだらかな地形から一転して、アップダウンの多い細尾根をひたすら辿って

いく。サワガニ山で大休息をとり、朝日小屋で購入した笹寿司をいただいた。マス寿司もさ

ることながら、クルミ寿司も美味しい。 

12 時前に栂海山荘に到着した。この時点でかなり疲労していたが、協議の上、今日のうちに

白鳥小屋まで歩くこととした。翌日の帰路を考えると、なるべく距離を稼ぎたかったからだ。 

しかし栂海山荘から白鳥小屋までの区間は、今回の行程で最も起伏が激しく、さらに体力を

消耗する。途中から降り出した雨と、前日の寝不足が祟り、フラフラと脚がおぼつかない。

やっとのことで白鳥小屋に到着すると、先行していた別グループの登山者に温かく迎え入れ

られ、よもやま話に盛り上がった。 
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白鳥小屋―親不知 

目が覚めると霧雨が降っていたが、次第に晴れてきてきた。朝日岳が朝日に照らされるのを

眺めながら、避難小屋からゴールの親不知へ出発する。ここまで来ると、疲労もあって同行

者との会話が少なくなり、淡々と急坂を下っていった。 

坂田峠、尻高山、二本松峠と進むにつれて日本海がはっきりと見えてきた。とても澄んだ色

で美しかった。ついにここまで来たのかと、もの思いにふける時間は一瞬であり、とにかく

下ることにする。 

ついに親不知海岸に到り着いた。波打ち際に手を添えることで、遥か高い場所から海までを

歩いたことを実感した。温泉に入り、道の駅でちょっと贅沢な食事をとった。個人的には、

ドライブインでたら汁を食べたかったが、押し切られたので仕方がない。その後、山口さん 

が高速道路をかっ飛ばして帰路についた。 

あとがき 

糸魚川エリアは、美味しいものと、登りがいのある山に溢れています。前者は笹寿司、タラ

料理、あんこう鍋等で、後者は昼闇山や、海谷山塊などです。いずれはこれらの料理と山を

制覇したく思うのですが、ぜひご同行お願いできないでしょうか。よろしくお願いします。
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切込湖 刈込湖 
記：尾崎 

山行日    2021年 9月 29日（水） 

メンバー   Ｌ新島 山本 小林 大門 尾崎 

コース    草加駅 6：21→東武日光駅 8：17  湯元温泉（バス）10：10着 

湯元温泉 10：30→切込湖 刈込湖 12：00→山王峠 14：00→光徳温泉 15：00 

光徳温泉バス停 15：27→東武日光駅発 16：43→草加駅 18：46 

台風 16 号が関東地方に接近一日前 

明後日より緊急事態宣言解除との事（この先どうなるのでしょう？！） 

東武日光駅からバスに乗車し湯元温泉で下車。 

湯元温泉の源泉小屋の方から出発する。硫黄の匂いが

きつく、地面からもボコボコと源泉が噴き出している

のを見ながら、暫く歩き小さな案内板があり、そこか

ら登り小峠で休憩。雑木林の中、登山道の大きな岩や

木の根を避けて歩く。咲いている花は見つかりません

でしたが、岩や倒木に生えている苔が緑色で清々しく、

花は無くてもそれはそれで綺麗です。湖近くの木製の階段を下りきると、切込湖・刈込湖が

現れる。 

湖岸は砂地で湖面のエメラルドグリーンが映え、あたかもビーチの様です。静かな湖で、 

美味しい空気の中での昼食タイム。 

昼食後、湖に沿って平坦な道を進み笹原を抜けると涸沼に到着。周囲、山に囲まれすり鉢状

の草原の様な雄大な景色にほっとする。 

これより先、本日のピーク山王峠、段差が大きくきつい登りが続き、後は下るのみで、ゴ

ールの光徳温泉に到着。そこからホテル前のバス停まで 10分程歩く。 

一日、好天に恵まれ、紅葉は山の頂上の一

部で未だ早い様です。 

湖と草原。登山をしていても、中々出会わな

いきれいな景色に出会えた山行でした。 

皆さん有難うございました。 
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別山と大汝山まで 
記 松田（弘） 

山行日 2021年 10月 1日 2日 

メンバー L 松田（弘） 会員外

1日 扇沢駅 7：30～ 室堂 9：08～ みくりが池 9：19～ 雷鳥沢ヒュッテ 10：04～  

劔御前小舎 11：47～ 別山南峰 12：27～ 別山北峰 12：45～ 別山南峰 12：59～ 劔御前

舎 13：42～ 雷鳥沢ヒュッテ 15：04 みくりが池温泉 泊 

2日 みくりが池温泉 5：50～ 一の越山荘 6：53～ 雄山 8：01～ 大汝山 8：23～ 雄山 8：

59～ 一の越山荘 9：47 みくりが池温泉 10：39 

天気予報が台風接近の為、1 日目は雨、強風 2 日目曇り、強風の予報で悩みましたが、行っ

てきました。立山黒部アルペンルートは初でした。長田さんからのアドバイスで前日の気温

によっては凍結の可能性がある為、軽アイゼンの用意と WEB きっぷを事前に購入した方が良

いとアドレスをいただき、当日は並ばずにきっぷを発券する事が出来ました。ありがとうご

ざいます。黒部ケーブルカーでは、間違えて扇沢方面に乗車しそうになりました！ 危機一

髪！！！間違えていたら 9時に室堂には着けなかった。室堂に着くと、曇り雨が降りそう 

剱岳はガスで見られず、周りの山々も・・・・。 劔御前小舎を過ぎた辺りから雨降りだし 

寒い、ガスで分からなかったが雷鳥が目の前にいた。別山からの眺望なし、別山北峰まで行

ってから下山、みくりが池温泉で冷えた体を温めた、夕食はおかずも多く、すごく美味しか

った。 翌日は早くに出るので朝飯はお弁当にしてもらった。 2 日目起きて、外に出ると

ガスで視界不良、5 時に出る予定だったが朝飯の弁当を食べながら様子を見る、だいぶ視界

も良くなってから宿を出た、浄土山から登り、雄山、大汝山、富士ノ折立、大走りで下りの

予定だったが相談して雄山まで目指すことした、大汝山で強風、眺望もないので撤退をした。 

いつか天気が良い時にまた行こうと考え中。 
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記：榊原奈歩 

 山行日：2021年 10月 2日

 コースタイム： 9.0H

 6:03湯ノ台登山口-6:19滝ノ小屋-7:24河原宿跡-9:34伏拝岳-9:48行者岳-10:15七高

岳分岐引き返し、休憩 30分）-11:21行者岳-11:29 伏拝岳-13:27河原宿跡-14:45滝

ノ小屋-15:05湯ノ台登山口

 メンバー：榊原、会員外 2名

毎年私の紅葉山行写真を、目を細めて見ている友人。行きたい気持ちはよく分かるが、体力

的な面から行ける場所は限定されてしまう。しかし、今年は歩荷が出来る救世主が現れた。

ということで、あまり担げない友人と担げる友人 3 人で、錦の絨毯を get するために鳥海山

に行ってきました。 

担げる友人は雨星人、私の微々たる晴れ星人と拮抗する天気となるも、なんとか台風を避け

東京を無事脱出、庄内空港に逃亡する。 

でーんとおおきな鳥海山！紅葉の色づきから南斜面を登る登山口がベストと考え、宿は鳥海

山荘を 2 泊とした。この鳥海山荘がすごい！！オンシーズンを外すと、湯治プランというも

のがある。連泊から適用可、3 食付で食事は豪華、温泉あり、部屋は広く暖かい、乾燥室な

どもある。リゾートホテルか国民宿舎？という印象だが値段は破格値である。春先の BCを見

越して下見で来た方がいたが、納得だ。 

台風の翌日の登山客は 8 名程度で山も宿も貸し切り状態。担げる友人は担げない友人の分の

軽アイゼン、水、食料等も担ぎ、担げない友人の負荷を減らして歩く。 

鳥海山は沢山の登山ルートがあるが、いずれも Longで大概 1泊は必要になる。 

今回のルートは、岩が多いルートで真夏は雪渓を堪能することができる。 

朝は風が強いながらも回復しそうな天気であったが、高度を上げるにつれて徐々に風・ガス

が強くなる。中腹の紅葉は真っ盛りで、狙っていた絨毯景色を堪能する。
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しかし、河原宿跡で 1 人引き返す人が出た。想像以上の風ということであるが、レインを着

ればそこまでとは感じず我々は前に進むことにする。 

伏拝岳からは稜線を進む。ところどころ北斜面からのガスの噴き出しの爆風が襲ってくる。

七高山直下から北斜面を下り山頂まで 500mというところで、更なる爆風が吹き荒れる急斜面

を進むか迷う。まず途中まで私が行ってみるが、ロープ箇所で相当体を持って行かれるため

危険と判断、山頂にいかずに下山することにした。友人は吹き上げる濛々としたガスにびっ

くりしていた。荒れた冬の一歩手前のような感じである。少しだけ後ろ髪をひかれる思いで、

日本海側の天気はあらためて難しいと感じた。次は違う季節に来ようと考え、紅葉を見なが

ら下山する。中腹をすぎたところから積乱雲が出てきて通り雨に少々降られる。数週間以内

に冠雪がありそうな、冬の足音の気配を感じながら宿に戻る。 

日本海側の山は季節を選ぶ。行きにくい場所ではあるが、食事も温泉も良く次は違うルート

で違う季節に来ようと思った。
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那須三本槍岳（1917ｍ） 
記：福田 穣治 

■山行日：2021年 10月 3日

■参加者：L:鎌形・渋谷・森（律）・宮澤・兼堀・鈴木（勝）・浅倉・井上・福田

■コース：5：30獨協大学駅前発

…8:54北温泉近く駒止の滝観測所駐車場出発→12:33 山頂→15:03駐車場 

計（6時間 8分、11.9ｋｍ、高低差 990ｍ） 

「三本槍岳」の名前の由来は、会津・那須・黒羽の各

藩主が集まり、領地を決める為、槍を 3本建てた事か

らなんだそうです。当日は、緊急事態宣言明けの最初

の日曜日、秋晴れのお天気、登山の日などが重なり、

登山口付近の駐車場は満杯でした。とにかく 2台駐車

出来る所を探し回る事から始め、北温泉マウントジー

ンズ方面の「駒止の滝観測台」そばに車を止め、約 1

時間遅れですが、登り始める事が出来ました。序盤か

ら暫く急登が続き、ようやっと尾根の高い所に着いた

ところで、紅葉の始まりの景色が我々を癒してくれま

した。その後も、暫く登り、今度は目的の三本槍を目

前にして不安になる位下り、予想通りの苦しい急登を

味わってから頂上に着きました。山頂は割と広く、澄

んだ空気、360度の見晴らしで、50名位の登山客もゆ

ったりとしていました。今回、個人的には半年ぶりだ

ったせいか、登りで左右ふくらはぎ、降りで左右の内

ももが順番に痙攣して動けなくなり、リュックもおろ

せなかったので、鎌形リーダーに貰った薬と、持参し

た漢方薬をその都度飲み、騙し騙し、遅れ気味に歩き

ました。「降りるのにあと 1時間」と言う所で丁度現

れたゴンドラ乗り場。迷わず選びました。 

もし、あのまま歩いていたらと思うと、今、考えるだ

けでも恐ろしいです。足の痛みが完全に無くなる迄、

5日位はかかりました。このツリ癖は暫く残りそうな

ので、次回は前の日から薬を飲み、直ぐに取り出せる

様にして、ミネラル系の水分補給もまめにやります。

次回の山行、ちょっと怖いです。 
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阿弥陀岳南陵 P3P4リッジ 
L:長田 一樹 会員外 

10/3 船山十字路駐車場 6:10→8:20 青ナギ→9:40P3 登攀 10:10→10:30P4 登攀 10:55→11:10

頂上 11:45下山→中央稜分岐 12:00→広河原沢 13:30→14:10 船山十字路駐車場 

阿弥陀南陵ですが夏道でルンゼ通しならロープは不要でほぼ一般登山道の状態です。落石注

意に加えて森林限界以上での転倒は滑落を意味しますので行かれる際は中止して下さい。 

実際に阿弥陀岳南陵での事故は増加傾向のようです！！

先行は女性のソロの方、立場山で追

い着いてみるとヘルメット無しで

日帰りハイクの様相、身軽に消えて

いきました（笑）青ナギ過ぎて P1

が始まる所から視界が開けて阿弥

陀岳の岩場が目の前に迫ります。大

きな岩稜と久しぶりの秋晴れでテ

ンションも揚がる！！

P3 に到着してみるとコース案内図

が貼られています（笑）ルンゼとリ

ッジがありリッジは中級者用ロー

プ必要とあます。ココで装備装着し

てビレイ点確保して相方リードでスタート、残置はほぼゼロなので岩角スリングで抜けてビ

レイ解除、自分もフォローで登る、出だしの狭い部分抜けると中間でリングボルトありⅢ級+

くらい？ただ岩は全然信用できないので酷く悪く感じます。P4までは若干あるくので一旦ロ

ープ解いて歩いて移動、P4手前でオブザベしてロープ結んで自分リードでスタート、上がっ

て右手に移動するのだが上部が少

し被っているのと兎に角ホールド

スタンス全てが信用ならない（笑）

エイリアン黒を一箇所決めて右に

移動し上がるとリングボルトやハ

ーケンの残置ありなのだが、全ての

岩が浮いている、しかも剥がれ落ち

た跡が多数あり。。。本当にココかと

ビレイ中の相方に画像確認しても

らうとココとの事、更に右手に回り

込めるかと覗き込むも絶望的な感

じなので慎重にと肝に銘じ登り出
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す、5ｍほど上に抜けて右側に移動すると傾斜も緩

みホッとするのだがロープが重くなり後ろに引っ

張られる。残置終了点は無いので適当な岩にスリ

ング巻き付け終了点作成してセルフ取って相方を

引き上げる。ここまで来ると頂上とほぼ同じ目線

で頂上にいる登山者が良く見える。体感はⅣ級く

らいですが全て浮いている感じで信用できません

（笑） 

頂上についてカップラーメンランチしてマッタ

リ過ごす、久々の 360度展望を堪能したら下山開

始、中央

稜 上 部

は 踏 み

跡 ハ ッ

キ リ し

ているが樹林帯に入ると不鮮明になるので注意、特

に尾根から左手に降りる所、通称タオル（行けば解

ります w）は要注意です。下って広河原沢に降りる

と冬と違う景色に違和感を感じる？冬期のテン場に

背丈くらいの草がビッシリと沢山生えているからだ

と気が付いてテン場を後にする。途中阿弥陀岳を振

り返り写真撮って駐車場へ戻る。頂上でも駐車場で

も人が沢山居たので樅の湯辺り八ヶ岳近辺の温泉は

全て混雑していそうだったのでつたの湯へ、のんび

り入れました。奥籐分店の竜王店で蕎麦食べて戻りました。 

冬の偵察も兼ねて行きましたが P3P4のリッジ登攀はもうやらないと思います（笑）脆過ぎて

気持ち悪さが先行するし、折角登

っても登った感があまり無いの

が残念な感じでした（笑）
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市ノ萱川道平川 左俣遡行・右俣下降 

記：山口裕史 

山行日：2021年 10月 3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 8：00～入渓 8：05～11：30トヤ山～13：50登山口 

上越ナルミズ沢の予定でしたが台風到来。土曜は影響少ない可能性が高いが大事を取って延

期し、日曜日帰りで上州の沢に行くことにしました。 

西上州の沢は初めてでヒルがいると言われていたが今回は出合わず良かったです。時期的に

寒くなってくると出なくなるのでこれからの時期が西上州の沢としては良いのかもしれない。

朝は秋の寒さで雨具を着てスタートしたが、遡行開始すると暑くなってきてすぐにいつもの

スタイルに。

懸念していた水は、先々週の赤木沢に比べれば温かく気持ちよいくらいだったが、さすがに

ドボンして思いっきり水を浴びたいという気持ちにはなれなかった。最大で腿あたりまで浸

かりましたが、ほぼ水に入らずに遡行できる。思いのほかきれいなナメもあって気持ちよい

沢でロープを使わないでも登れるのが良いのだが、中盤過ぎると涸沢になり沢登りとしては

少々物足りなさを感じました。 

それでも稜線に詰めた時にとや山から見える展望はなかなかで達成感はある。下りは右俣を

使ったが、落ち葉の堆積で下の岩が見えず少々神経を使う。沢下降というよりも沢沿いを下

降と言った感じだった。ロープを使う箇所はなし。 

10 月はさすがに寒くて沢登りは無理かと思っていたが意外に大丈夫だったので、今年はもう

少し沢を楽しむことになるだろう。 
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瑞牆山（みずがきやま） 小楢山（こならやま） 記：林 未香

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
◆2021/10/8（金）・10/9（土）

◆メンバー  殿塚（L） 遠藤 堀江 林 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

◆コース

●10/8 みずがき山自然公園 9:25出発〜富士見平小屋 10:47〜瑞牆山山頂

13:42不動滝 14:48〜みずがき山自然公園 16:10着 

●10/9 焼山登山口 9:12出発〜小楢山山頂 10:37〜焼山登山口 11:43着

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

入会して初めての山行となりました。 

到着して、瑞牆山のシルエットに驚きました。ザクザクした岩が突刺さり、見たことの 

無い山の形。鎖場あり、ロープあり、梯子あり、バラエティにとんだ行程でした。 

やっと到着した山頂からの景色は、想像以上に素晴らしく、岩から下を覗くスリリングかつ

爽快！！ずっと見ていたい景色でした。 

下山して、夜は自然公園での初めてのテント泊。殿塚リーダーが作ってくださったポップコ

ーンと、パリパリウインナーで、乾杯！ 

お腹も、心も満たされました。 

次の日は、小楢山の登山口まで、車で移動。山頂は雲がかかってしまい、少し残念でしたが、

歩きやすい 3時間かからない山行でした。 

素敵な計画をたてて頂き、用意までして頂いたリーダー殿塚さん、本当にお世話になりまし

た。ご一緒できた堀江さん、遠藤さん、また宜しくお願い致します。 
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三国川 黒又沢日向沢 

記：山口裕史 

山行日：2021年 10月 10日（日帰り） 

メンバー：L沼田、山口裕、会員外 1

コースタイム：6時間 40分

十字峡登山口 8：00～8：30日向沢出合～13：25稜線～14：40登山口 

何年越しのナルミズ沢の予定だったが、谷川付近の天気が良くなく好天の見込める新潟へ転

身。朝谷川付近が雲と少し雨だったが関越トンネルを抜けるとスカッと青空が広がっていた。

沢日和とはこのことだ。 

中ノ岳の麓でもある登山口のスペースは既に満車に近い状況でかろうじて止められて良かっ

た。駐車スペースから入渓まで 15分と近いのがこの沢のいい所。想定していた日向沢は水が

無くて危うく通りすぎる所だったが、釣り下見の方に声をかけて良かった。 

遡行開始も全体的に水量は少ない。ロープを使ったのは 1か所だが大きなスラブが何本もあ

り、小滝も連続していて意外に飽きない。そして久しぶりに草付きを頼る登りをしてなかな

か楽しかったかも。 

最後は若干ルートを外しましたが木々に頼り体を引き上げ登山道へほぼ直登できました。ま

ーもう少し涸れ沢の中を歩いて行った方がすんなりだったでしょう。 

数か所を除き水に浸かるのは足だけに近く、真夏は標高の低さもあり地獄だろう。紅葉が全

然進んでなくて、10月下旬ぐらいがこの沢の入渓としてベストなのではと思いました。 

水に浸からなければ、今シーズン何本か沢登りできそうな手ごたえがあったので、次はどこ

行こうか考えよう。 
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燧ヶ岳 2356 m 
記：青木 慎弥 

日時：2021/10/18（月） 

メンバー：榊原（L）、鈴木勝、松田弘、青木慎

コース：御池 6:30発―10:20燧ヶ岳 10:40―大江湿原 14:00―沼山峠 15:00 着

当初は下ノ廊下に行く予定だったが、日曜日の悪天候のためやむなく中止になった。とはい

っても、既に月曜の休暇を取ったのにも関わらず何もしないのもどうかということで、 

榊原リーダーが燧ヶ岳を提案した。 

朝 10 時に草加に集合し、松田さんの運転で檜枝岐村まで向かう。この日はキャンプ場で宴会

と決めており、スーパーや道の駅で食材の買い出しを行う。道の駅に売られている野菜とき

のこが魅力的で、食べきれない量を買いそうになったがリーダーが釘を刺したおかげで踏み

とどまった。キャンプ場は貸し切りであったため、夜中まで宴会で盛り上がって、終盤はあ

まり記憶がかすれていた。 

翌朝、キャンプ場から御池へ移動した。駐車場の時点で雪が積もっており、先が思いやられ

る。雪もあって、慎重に登った。頂上から見る景色は良かった。上手な言い回しが思いつか

ない。下りは長英新道を下る。この頃には気温が上がり、ひたすら泥濘地帯が続いた。長靴

を用意するべきだったかもしれない。 

沼山峠に到着した後、温泉に入って、食事をとって、帰宅した。松田さんの運転は超絶技巧

であった。楽しく登れて、良かったです。またご一緒よろしくお願いします！ 
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宝  篋  山 

記：兼堀恵美子 

山行日・・10月 20日（水） 

メンバー・Ⅼ兼堀（恵）、兼堀（善）、石井（美）、阿部、木原、大門、澁谷

コース

獨協大学前駅西口 6：00出発＝＝常磐道土浦北ＩＣ＝＝小田休息所駐車場 

8：00 出発～～（常願寺コース）尖浅間山～～宝篋山山頂～～（極楽寺コース） 

コロナ禍なかなか山へ行けてなかったのですが、25日に緊急事態宣言が解除されると言う

ニュースを聞き少々早かったのですが、宝篋山に行って来ました。

スマホのニュースで紹介されていた事もあってか駐車場はすで

に多くの車（前来た時より）が止まっていました。 

 登りは尖浅間山経由の常願寺コースで下りはいくつかの滝を

見ながらの極楽寺コース。 

前日は雨でしたが、当日は天候も良く寒くもなく暑くもなく気持

ちの良い登山ができました。山頂からの筑波山も良く見えました。

前回の時と同じく登山道はイノシシが駆けずり回ったであろう

形跡があちこちで

見られました。それでか今回は登山口に扉ができていて地元の人達を悩ませているんだろう

なぁと思いました。4～5時間のコースなので昼頃には下山し、道の駅の美味しいお蕎麦を食

べて帰って来ました。今回初めての木原さん、大門さんはどうだったかな？私は久し振りの

心地よい楽しい山行でした。ご一緒した皆さん有難うございました。 
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燧ケ岳 
記：浅倉 直人 

期  日：2021年 10月 22日（金） 

メンバー： Ｌ，浅倉直人、（会員外）

コース：

御池駐車場登山口  7:00〜9:50御池駐車場登山口 

 会員外の人から前日に山に行こうって誘われて燧ケ岳に行きました。 

雪がすごくて、雪装備持っていかなかったので 1時間で下山しました。 

夏にリベンジしたいです。 
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長七郎山 地蔵岳  記：林 未香 

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

◆2021/10/23（土）

◆メンバー  殿塚（L） 井上 宋  林 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

◆コース●8：21ビジターセンター出発→8：48長七郎山登山口→9：26小地蔵岳→

9：42 長七郎山→10：06小沼→11：21地蔵岳→12：22ビジターセンター到着 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

紅葉と秋晴を疑わず赤城山計画を楽しみにしていましたが、ビジターセンターに車で到着す

ると、なんだか怪しい天気、それも雪。 

驚きました！！ それでも身支度をして歩き出しましたが、吹雪で目に雪は入るし、すごい

風、殿塚リーダーと皆さん相談の上、コース変更。 

今回は、赤城山は諦め、長七郎山に向かいました。山の中に入ると、少し風は防げて、なん

とか登れましたが、雪で近くの木々は薄ら白くなっていました。 

上手く行けば数時間後には、晴れるかと気楽に思っていましたが、この日は生憎、希望通り

には行きませんでした。 

それでも、みなさんで登れた山々は寒かったけれども、とても思い出深いものになりました。 

一瞬の晴れ間に見ることができた小沼は、神秘的で綺麗でした。 

寒い中、山頂で三脚を出して写真を撮ってくださった殿塚リーダーありがとうございました。 

井上さん、宋さん、また宜しくお願い致します。 



34 

榛名山（1391m） 記: 東 歩夢

日時: 2021/10/24 

メンバー: 青木 慎弥 (L), 東 歩夢, 久保田 拓海（試）, 三隅 伸介＋息子, 青木 麻子

コース: 新越谷駅西口ロータリー5:30＝榛名山 V.C. 8:00―（徒歩）―9:00榛名富士山頂 9:45

―榛名山 V.C. 10:45＝11:00温泉 12:00=昼食 14:00＝獨協大学前 18:00 

今回私は、仲の良い部活の後輩・部長を山

の会に勧誘（笑）した。当初は草津の芳ヶ

平を登るはずだったが、天候の悪化のため、

急遽榛名山へ登る事となった。それに伴い、

後輩が来れなくなってしまったのは少し残

念であったが、三隅さんの息子さんが代わ

りに参戦した。 

早朝 5時 30 分、新越谷駅西口ロータリーに

集合だったのだが、僅差で電車を１本逃し

てしまい、他のメンバーを 10分以上待たせ

てしまった。皆様、すみませんでした。 

その後、群馬の榛名を目指すべく、車を走らせてゆくわけだが、途中のコンビニ休憩の際、

なんと自分の母校・館林高校のバスに遭遇した。一応見覚えのある先生が目の前にいたのだ

が、名前を忘れてしまったので声を掛けるのはやめておいた。 

8時過ぎごろ、目的地の榛名山の駐車場に到着する。駐車場内には、なぜか馬が数匹並んで

いたのだが、話によると、それに乗って榛名湖の周りを１周する事が出来るらしい。さあ、

出発だ。思った以上に気温は暖かく、登っている最中にウインドブレーカーは必要なかった。

全体的に優しい道なりで、約 1時間程度で、山頂へまで登り進める事が出来た。山頂からは、

高崎市の街並みが一望する事ができ、上りで疲れてしまった人はそのままロープウェイで下

山する事も可能である。当初は頂上でお湯

を沸かし、みんなでカップラーメンを食べ

る予定だったのだが、まさかの火気禁止の

貼り紙を見つけてしまった為、とりあえず、

下山後に行う事にした。下山の途中、部長

が「歩夢、それって転びにくい靴？」と話

しかけてきた矢先に私は見事にすっ転び、

それを見た青木さんにポールを渡された

（笑）。 
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下山後の駐車場までの道のりで、ちょうど

いい休憩場所を見つけ、そこでお湯を沸か

す事にしたのだが、私は、肝心のカップラ

ーメンを買ってくるのを忘れてしまった為、

他の人たちが美味しそう麺を啜る姿を見な

がら、前の日にバイトでもらってきた廃棄

のおにぎりを頬張る事にした。 

その後、駐車場に到着した一同は、近くの

銭湯に足を運び、ゆっくりと疲れを取る事

にしたのだが、なぜか自分のカバンの中の

着替えがタオル１枚しか入っておらず、色々と大変な思いをした（笑）。 

山の疲れを癒した後は、帰りの乗車が始まる。帰り道、道端の「お

ふくろそば」という店で 14時ごろ、少し遅めの昼食を取る事に

した。なんとなく予想はしていたのだが、やはり登場したのは、

お袋ではなく普通に親父であった。箸立てには、今の姿からは到

底想像出来ない様な、遥か昔のぐんまちゃんが描かれていた。 私

が頼んだのは牛丼セットで、値段は 950円である。味は確かにお

袋の味がした。 

飯を済ませ、後は帰るだけ。帰りの高速道路では、途中、紅葉シ

ーズンやら事故やらで、渋滞に巻き込まれる事もあったが、無事

帰る事が出来た。隣に座っていた部長は、前日に 3時間ぐらいし

か寝ていなかったそうで、本当に幸せそうに寝ていた。そして 18時ごろ、ようやく獨協大学

前駅に到着。お疲れ様でした。 

今回は比較的そこまで疲れる事もなく、楽しくお喋りしながら平和に山を登る事ができ、満

足出来た。一緒に登ってくださった皆様、ありがとうございました。 
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両神山 

記：浅倉 直人 

期  日：2021年 10月 25日（月） 

メンバー： Ｌ，浅倉直人、会員外 1名

コース：

上落合橋登山口  8:12〜9:50 八丁峠～9：50 行蔵峠～9:55 西岳〜10:37 東岳～11：19 両

神山～11：31～12：03東岳～13：27西岳～13：36行蔵峠～14：23八丁峠～15：10上落合橋

登山口 

 両神山に八丁峠から行ってきました。 

岩場とか鎖とかたくさんあって楽しかったです。 
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西沢渓谷・飯盛山（1643m） 

記：兼堀 善和 

山行日  2021年 10月 26.27日 

メンバー L 兼堀善、兼堀恵、新庄、下川、小林い、福田、澁谷、木原、山本、森花、

 杉山、和田 １２名 

コース 26日 獨協大学前駅西口 6:30出発～10:30市営駐車場 10:35～11:15 西沢山荘

～11:45三重の滝～12:25竜神の滝～12:30恋糸の滝～13:15方杖橋～ 

13:40迂回路終着～14:55西沢山荘～15:15駐車場～17:10宿泊ホテル 

27 日 ロイヤルホテル八ヶ岳 8:30～8:45平沢峠駐車場～9:45飯盛山山頂～ 

 11:00平沢峠駐車場～12:15清里高原 14:00～17:00獨協大学前駅西口 

当初、畑野順二さんが計画したが。事情により私が引継ぎリーダーをやる事になった。 

当日草加は雨模様な為に出発を一時間遅らせ６時半に出発、途中高速道路に故障車があり、

３０分程度予定より遅れて市営駐車場に着いた。ここから西沢渓谷、当初は台風の影響で橋

が崩落して三重の滝までしか行けず、ピストンの予定であったが。直前の２３日に迂回路が

完成して周遊出来る事になった。 

 10 時 35 分に出発、ネトリ橋を抜け雄大な流れの三重の滝

を見て、その後もいくつかの滝を眺めて、やさしいなだらかな

流れの恋糸の滝に感動を覚えながら、そこから２０分程度歩い

て方杖橋に着いた、紅葉を期待して歩いて行ったが紅葉にはや

や早かった気がした。ここから迂回路の始まりで急勾配の登り

の連続、２５分程度登って森林軌道に着いた、道もぬかるんで

おり歩き辛いしけっこう辛かった。後は森林軌道をだらだら下

って一時間半かけて駐車場に戻ってきた。久し振りに自然の中

を歩いて気持ちよかった。その日は夕方５時過ぎにホテルに着

いて、ノンビリ温泉につかって、気の置けない仲間と語らう事

が出来て幸せなひと時を過ごす事が出来

ました。 

二日目は 8時半にホテルを出て１５分

かけて平沢峠駐車場に着いて出発、途中

平沢山を経由して飯盛山山頂に到着、曇

っていて何も見えなく残念でしたが、登

りやすい山で良い山でした、下山して１

１時に駐車場に着き、清里高原でランチ

して少しノンビリして帰路につきました。 
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南アルプスの登山 ２０２１年１０月２７日 松浦 剛 

南アルプスは私の山登りの原点である、山の素晴らしさと厳しさを嫌と云うほど教えてくれ

た。当時は交通機関も JRの駅から麓まではバスしかなく、最終集落から登山口までも半日か

ら１日かかった。聖岳などは最終集落から２０Km も登山口まで歩かされた。当時は何処でも

原生林の伐採が行われており、電動のこぎりの音が何時も心を痛めた。登山口まで長い距離

を歩かされ、テントと重い食料（野菜、コメ、缶詰め等）、装備を背負い、登山口からは深い

原生林に覆われた山道を嫌と云うほど登らされる。そして高山帯に出ると這松に覆われた広

い稜線にたどり着く。山頂までは何時も２日から３日かかった。初めての３０００ｍ峰であ

る仙丈岳から見た北岳に憧れ、その頂を目差し２２歳の時に登頂するが、やがて２５歳頃に

バットレスの登攀に憧れ、町の山岳会に入り岩トレに明け暮れ、２６歳でバットレスの登攀

をする事が出来た。一番苦労したのは５月の雪山の聖岳～赤石岳への縦走と、新雪の鋸岳、

甲斐駒、早川尾根、鳳凰三山、夜叉神峠への３日間での縦走である。当時は交通機関が発達

していなかった南アルプスの麓での苦労は、現代の登山者には判らないであろう。北沢峠ま

でバスで行ける事には、草加山の会に入り最も驚いた事である。過っては昼なお暗い原生林

に覆われた北沢峠を知る者には、バス停のある明るい北沢峠は驚くべき光景であった。 

１， ２１歳：８月に仙丈岳に登る。戸台集落から戸台川の川原を歩き、丹渓山荘より八丁坂

を登り北沢峠に到り新築の大平小屋に泊る。翌日に初めての３０００米峰である、仙丈

岳に登り感激する。目の前に聳える憧れの北岳に登りたくなる。 

２， ２２歳：５月に鳳凰三山を登る。雪も少なく縦走中は終始ガスに巻かれ、何も見えずが

っかりして青木鉱泉へ下山する。 

３， ２２歳：９月に北岳～農取小屋より下山。仙丈岳から見た北岳に憧れ、白峰三山を計画

したが、北岳、間ノ岳を登り農鳥岳で強風に煽られ、大学のワンゲルの女学生が飛ばさ

れ学生達は小屋で待機となる。下山を決意した我々に、学生より予定変更の電報を頼ま

れ、奈良田で電報を打つべく、私は岳友と二人で農鳥小屋より道なき荒川本谷に沿って

藪漕ぎをし、１日がかりで下山し奈良田に着く。 

４，２２歳：１０月に再び鳳凰三山にのぼる。昭和３９年１０月、世の中はすっかり東京オ

リンピックで大騒ぎ、山も空いており快晴の空の下で楽しい縦走をする。

５，２３歳：正月に夜叉神峠に芦安村の桃ノ木温泉より登る。峠までは雪の山道を登るが、

夜叉神峠のトンネルには２メートルほどの太いつららが何本も下がっていた。トンネル

から上は雪はなお多くなり、雪に埋もれた真っ白な夜叉神峠からは目の前に白銀の白峰

三山が聳え壮観であった。桃ノ木温泉は古びた暗い温泉であった。冬山に自信のなかっ

た私は、せめて白銀の北岳を眺めたかった。 

６，２３歳：５月に三伏峠より塩見岳に登る。塩川小屋より三伏峠にいたり、塩見岳の肩ま
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で登り、雪に埋まった塩見小屋の屋根を何とか見つけ掘り出して入る。残雪のラッセル

で苦労した。雪と岩の塩見岳を登り山頂より荒川三山のヒマラヤの様な雪山を眺め登り

たくなる。天気の悪化で北岳への縦走を諦め下山。この後寒冷前線の通過で天気は大荒

れし、全国で５月連休中に６７人の遭難死者を出す。我々は早めの下山で助かったが、

この年は残雪が多く三伏小屋も埋まっていた。 

７，２３歳：８月に荒川三山と赤石岳を登る。大河原集落より登り小渋川を遡り一日 

目は川原でテントを張り一泊する。２日目は大聖寺平に登り荒川小屋にテントを張るが、

大河原集落より 2日も掛かってしまったが赤石岳に登る。３日目は荒川三山を登り、大

井川へ下降しテントを張り一泊し、４日目はデンツク峠を越へ一日がかりで早川集落に

降る。集落から集落まで徒歩で南アルプスを横断する。 

８，２３歳：９月に千丈岳と甲斐駒を登る。１日目は戸台集落より戸台川を遡り、丹 

  渓山荘に到り、荷物を置いてそのまま仙丈岳に登り真っ暗な北沢峠より丹渓山荘へ降る。

２日目は丹渓山荘より戸台川を遡り、甲斐駒六合目石室小屋に到り甲斐駒ヶ岳の山頂に

登る。山頂よりは北沢峠経由で丹渓山荘へ下山する。 

９，２４歳：５月に遠山川より残雪の聖岳を登り、赤石岳に縦走し小渋川を下降する。 

１日目はバスで上島集落で下車し、本谷口より材木切り出しトロッコ軌道に添い西沢渡

の登山口まで重荷を背負い２０Kmを歩き、へとへとになりテントを張る。２日目は尾根

沿いに聖平に着き、山頂を目指すが小雨と強風で山頂直下で敗退。 

３日目は午前中に少し青空が出たので白銀の聖岳山頂に登る。午後から降雪が激しくな

り停滞して一夜を過ごすが白銀の世界となる。 

４日目は縦走の為重荷を背負い山頂に登るが、強風に煽られ困難な登山となる。山はホ

アイトアウトで、降雪と強風、低温と大荒れとなる。枝尾根に入らない様に注意し、何

とか西沢のコルに到るが、ウサギ岳への登りはナイフリッジの雪稜に手を焼き、疲れ切

って百間洞小屋にたどり着く。降雪、低温、強風でまいる。 

５日目は好天となり単独で小屋を後にするが、遭難者と間違えられヘリコプターにザイ

ルを下ろされたり、百閒平では赤石沢での遭難遺体の捜索に出合い、単独で赤石岳山頂

に登り着くが、白銀の山頂で二人の遭難者の遺体を見る事となる。昨日の大荒れの天気

で遭難したと思うが、幸い先に八幡製鉄山岳部が発見しトランシーバーで警察に連絡し

てくれたが、単独登山の不安が増し母の顔が思い浮かぶ。こわごわと雪の斜面にピッケ

ルを刺し、一歩一歩山頂より下降し大聖寺平にたどり着き、小渋川へ降る。冷たい雪解

け水に腰までつかり十数回渡渉し、一人で遭難者の事を考え何とか無人の小渋の釜沢温

泉小屋にたどり着く。肉体的にも精神的にも厳しい縦走であった。 

６日目は大河原集落まで歩き、無事下山の電報を家に打ち、バスで飯田線の伊那大島駅

に向かう。 

１０，２４歳：単独で１１月に奈良田集落より白峰三山を縦走し大河原へ下山、白鳳峠を登
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り鳳凰三山を縦走し夜叉神峠へ下山。地蔵岳のオベリスクも登頂する。 

１日目は奈良田より歩き一般に下山コースである大門沢沿いに農鳥岳を目差すが、無人

の大門沢小屋に泊る。黄葉が美しかった。 

２日目は大門沢小屋からは急な厳しい登りで農鳥岳まで実に苦しかった。白峰三山を越

え御池小屋でツエルトビバークをする。 

３日目は広河原に下山し、白鳳峠へ登り地蔵岳のオベリスクを登り、鳳凰三山を縦走し

て南御室小屋に早く着くが、単独の山旅が楽しかったので一晩ツエルトビバークをする。 

４日目のんびりと夜叉神峠へ下山。 

１１，２５歳：１１月に鋸岳～甲斐駒ヶ岳～早川尾根～鳳凰三山～夜叉神峠を新雪の 

中で３日間で縦走。このコースはコースタイムで３９時間、毎日徒歩８時間で休みを入

れると１０時間となり５日はかかる。これを毎日休みなしで１３時間歩き３日間で縦走

しようと計画した。早く歩きタイムをちじめて休みを取るしかなく、１１月は日も短い

ので毎日１３時間の行動は大変だった。 

１日目は戸台の集落から河原を歩き、鋸岳を登るが１７００ｍの高度差は堪える。 

２日目は第一高点ビバ―ク地より鋸岳を縦走し甲斐駒山頂に到り、仙水峠に降る。アサ

ヨ峰までの登りは這松に積もった雪のラッセルに苦労する。アサヨ峰山頂で同行者が胃

痙攣をおこしビバークする。眠れぬ夜を過ごしこれで３日間の縦走は無理かと考える。 

３日目はアサヨ峰を早朝発つが、小雪舞う中で早川尾根小屋に着き朝食を取る。白鳳峠

から高嶺への登りは積雪が多く、膝から股迄までのラッセルが続き何度か倒れ、縦走も

これまでかと思う。何とか高嶺を登り地蔵岳に着き、再度ファイトを燃やし観音岳、薬

師岳を登り、南御室小屋にたどり着く頃小雪は小雨となっていた。小屋で休憩し一気に

小雨の中を走るように夜叉神峠を目差す。夕闇に夜叉神峠小屋の灯りが見えた時は、や

っと３日間でやれたと安堵感にひたる。峠から最終バスに乗り東京へ帰る。３日分の食

料と冬装備の荷が重く、雪のラッセルもありこれほど苦労した山登りは無い。自分の強

さや弱さを感じた。 

２５歳年末から正月に単独で北岳を目差すべくトレーニングをしていたが、年末に仕事

で現場の技術指導出勤が入り、家では正月に親戚が来て東京見物担当となり、北岳登山

は中止となり、残念な思いをして年が明ける。 

正月に２６歳になり、このうっぷんを晴らすため１月７日～８日に単独で冬富士を登る。

登り２４００ｍ下り２６００ｍ、５０００ｍの高度差を１日でこなす。 

１２，２６歳：９月に北岳バットレスを登攀、 

１日目に第一尾根登攀完登。登攀中に明日登る予定の中央稜で３人墜落の声がバットレ

スにこだまする。

２日目は遭難捜索で中央稜は登れず、止む無く次に困難な第４尾根正面壁ピラミット・

フェースを登攀完登し、第四尾根を連続登攀完登し山頂に到る。背負子に担がれた二人
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の遺体に会い、山登りと人の命を考えながらバスに揺られ下山。 

１３，２７歳：８月に三伏峠より塩見岳を登り、縦走して間ノ岳から北岳を登り下山。 

日立亀戸工場山岳部での北岳集中登山計画の一環として行うが、これが青春時代独身最

後の南アルプスとなり、３日間連日の雨には苦労したが楽しい思い出だ。 

３１歳から５２歳までは仕事に集中し山登りを中止する。 

１４，５６歳：草加山の会へ入会：８月に仙丈岳を登る。バスで北沢峠まで行けるとは驚い

た。大平小屋に泊ったが若かった綺麗な女将さんに３６年ぶりに再会、素敵なお祖母さ

んになっていた。丹渓山荘の廃業と北沢峠のバス停は時代の流れか、実に寂しさを感じ

た。青春時代の南アルプスでの苦労が思い出された。 

１５，草加山の会：５月に易老岳ベースキャンプより光岳の往復。昔２０Kmも歩いた遠山川

も今は車で一気に易老渡迄いける。易老岳にテントを張り楽しく過ごす。 

１６，草加山の会：１月に塩見岳を目差したが塩川小屋跡より沢沿いに入り、しばらくして

長田さんがスリップして足の骨を折り、直ちに下山し草加に帰還。 

１７，草加山の会：１月に鳳凰三山の薬師岳に登る。この年は珍しいほどに雪が少なく、薬

師岳山頂には雪が無く鞍部や樹林帯にしか雪は見られなかった。白峰三山が快晴の大空

の下、白銀の峰を輝いていた。テントを張った南御室小屋に来たのも５度目だが、中も

外も昔の面影を残している。 

２３歳５月に三伏峠より見た塩見岳のスケッチ 
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碓氷川本流 

記：山口裕史 

山行日：2021年 10月 31日（日帰り） 

メンバー：L沼田、山口裕、会員外 1

コースタイム：4時間 20分

めがね橋 8：30～11：00山中学校跡～12：40めがね橋 

例年なら既に沢登りを終了していますが今年はもう少し沢に行ってみようと言うことになり、

紅葉の沢登りを楽しみに碓氷川本流に行きました。気温 10度前後、さすがに歩き始めは寒か

ったのですが、しばらく歩くとレインコートは暑くて脱いでの遡行となりました。 

今年は 9月に北アの赤木沢に行って、めっちゃ冷たい沢を体験したこともあり、この時期の

沢水も足はそれほど冷たく感じなかった。もちろん手はかじかみそうだが、膝下位の水位な

らまだまだチャレンジできそうだなという手ごたえあり。 

天気が悪くなる予報だったので右俣から右に入るショートカットで今回は遡行終了。若干色

づき始めていたが紅葉とまではいかないのが残念でしたが、ナメが多く、ロープを使うとこ

ろもない、楽しむには良い癒し系でした。初心者が体験するには良いですが、夏シャワーが

楽しいころはヒルがいるので、やっぱり秋かな、っと思います。紅葉が最高の時に再訪して

みたいと思わせる沢でした。 

下山が早かったので富岡のこんにゃくパークに立ち寄ったが無料でこんにゃく食べ放題は結

構楽しい。西上州によって時間があれば是非立ち寄っていただきたいところです。 
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2021.10.31   L:長田 一樹 会員外 

8:15 駐車場→岩場→16:00 駐車場 

毎年この時期は中途半端でどこに行くか？悩む大体はマルチピッチに出かけていたのだが、

そろそろ自分が登れるグレードのマルチは無くなってしまいネタ切れ｡｡｡ 

ならば自分のグレード上げるしかないとフリーへとなり、行ってきました。 

シーズン前だから少しは空いているかと思ったが桃源郷は早々にイッパイ、少し上に行って

みるが乾いていて苔って無い所は既に取りついておりイッパイ、上の岩場サンバリーは恐ら

く空いているがアップはシンデレラ当たりでやりたかったので順番待ちする為に準備して荷

物デポってフィックス辿ってあがると登っていたのは相方山岳会の方でした（笑） 

終わったようなのでシンデレラフェイスで二本登って、サンバリーへ 

トポわすれてしまったのだが以前来ていたので 10aと思っていたルートに取り付くと

苔のせいか？2 ピン目でスリップしてテンション(;・∀・)ｱﾚｱﾚﾚとなってしまい各駅停車で

何とかトップアウトする。ユガマクの皴みたいなホールドスタンスに心を折られてしまいト

ップロープにする事にしてロアーダウン、相方がトップロープで登るがやはり 10a では無い

感じとの感想。一度戻ってランチしてトポ見たら 10bc でした（笑） 

二本目もトップロープで登ると今度は 2 テンくらいで、抜けられたが、フィンガリーなルー

トで指を持っていかれたので、隣の 11aホットコールド触るが被りを乗り越せない(;’∀’)

ｼｬｰﾅｼと 10abのルートに切り替えるが最後でドボン、何か最後は 10bc のルートの方が良い感

じがした。相方も一通り触ったので一旦デポした所へ戻る 

もう既に 15:00 近いので桃源郷が空いたかと行ってみるが未だ満員、待つのも何だし戻って

苔っている為、登られていないフック船長かトケイワニをやる事に、トケイワニにチャレン

ジしたがフリクションの問題なのか？ムーブなのか 3 ピン目から全然解決しないので相方と

交代する。相方も同じ所でダメなのでフック船長に変更して上に抜けてもらい回収して終了。

温泉は遅くなりそうだったのでパスして海岸線沿いのお店で地魚漬け丼と貝焼セット食して

もどりました。 
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中山道 NO.18 

(加納宿～関ケ原) 

記：畑野 仁美 

◆日 程：2021年 11月 6日～8 日

◆参加者：L 澁谷・SL石井よ・兼堀よ・兼堀え・大門・小林・鈴木ひ・出口・森は・鎌形

木原・山口と・染谷・阿部・畑野ひ   計：15名 

1日目：岐阜駅～加納宿～河渡宿～美江寺宿 

岐阜駅近くの加納宿は道に色わけしているので分かりやすい、城下町で美濃十七宿中最大規

模の宿場だったそうです。お昼くらいに長良川を渡りすぐ傍の児童公園で昼食休憩、ここか

らは河渡宿になります。長良川の渡しで栄えた宿場で伊吹山を正面に見ながら歩きます。 

本田
ほんでん

代官所跡（右写真）で休憩していると隣の人か

ら「庭を見ていってください」と声がかかりました、

綺麗に選定された植木と枯山水、でも私たちは門横

の沢山実が付いているみかんの方が気になってい

たら、写真を撮ってもらった帰り際にみかんを分け

てくれました。山の会の手ぬぐいをお礼に渡しまし

た、さすが会長です。 

この日は美江寺駅で終わりここから樽見鉄道で大

垣駅まで行って宿に入ります。 

関ヶ原合戦で石田三成の本拠地になった大垣城のある城下町です。宿の近くにあるのでの荷

物を置いて行きました。ちょうど文化教育週間とかで無料で入館できました。 

宿は外観が古いけど中は綺麗、私たちの貸切で一人部屋や二間続きの大きな部屋に 4人と密

にならないように全部屋を使ってくれたようです、今回は連泊して一番長く歩く次の日は小

荷物で歩けるのが助かります。 

2日目：美江寺宿～赤坂宿～垂井宿 

大垣駅から美江寺駅に戻り前日の続きを歩きます。美江寺宿は長良川の「河の渡し」や揖斐

川の「呂久の渡し」で栄えた宿、奈良時代十一面観音を本尊として「美江寺」が創建された

ことに由来している。 

美江寺城があったが斎藤道三に攻められ落城した、十一面観音も持ち去られ寂れてしまうが

中山道の宿場として賑わいを取り戻す。 

この辺りは柿が名産で柿の木が沢山見られます、前日リーダーが買ってくれて昼食後のデザ

ートで食べました。この日も柿ゲット、どうやら知らない間に、おじさんから頂いたようで
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す。さすがリーダーです。 

一里塚・本陣跡など通り揖斐川を渡る、小簾
お ず

紅
こ う

園
え ん

は和宮が川を渡る船の簾越しに紅葉を見

て読んだ歌碑がある公園、大きな川小さな川をいくつか渡るがどれも水が綺麗でした。 

長良川も高い所から見ても魚が沢山見えてアオサギやシロサギがいました。 

次の赤坂宿は杭瀬川の舟待ち宿が発展して赤坂港が整備され物資集散地と近郊の山で大理石

が産出して賑わった。 

火の見櫓が目立つ、大きな家や商家などが残っている。関ヶ原の前日に戦死した兵士の鎧兜 

が埋められている兜塚前の道の両側に西濃鉄道貨物線

の配線路が残っている。 

東海道本線の手前、民家のすぐ後ろに見てびっくり巨大

な前方後円墳が出現、昼飯
ひ る い

大塚古墳、発掘後に再現さ

れている。上まで登れて見晴らしいいね。近くにこんも

りした小さな古墳もある。東海道本線をくぐりしばらく

歩きちょっとショートカットして川を渡るとこの日の

最終目的地垂井駅に着く、ここは竹中半兵衛のゆかりの地 

駅前に銅像がある。電車で大垣まで戻る、もうクタクタだ！リーダーはじめ大半の人は一夜

城・墨俣城へ行く、思ったより遠く慌ただしかったそうだが皆満足して帰ってきました、元

気だねえ。 

3日目：垂井宿～関ケ原宿 

垂井宿は宿場町の面影が残っている、中山道と東海道を結ぶ美濃路との追分宿として賑わっ

た。伊吹山も近づいてきた、新幹線も並行して走っている。宿場町を出て外れたところに 

現存している一里塚がある。いよいよ関ケ原宿、最初に松並木の所に山内一豊陣跡、家康の

最初の陣跡桃配山は国道を渡った小高い山の上、街道沿いに陣を置いた説明があった。 

「壬申の乱の時、大海人皇子（天武天皇）がここに陣を構え兵士に山桃を配り勝利したとの

故事から桃配山と言われた。家康はその故事からここに最初に陣を構えた。」というような事

が書いてあった、私は関ヶ原合戦より壬申の乱に興味を惹かれた、大津が合戦場だと思って

いたので関ケ原まで来ていたとは初めて知りました。 

今回は関ケ原駅で終了、この後は関ケ原古戦場を観光します、私と石川さん・染谷さん・会

長の 4人はタクシーで他の 11人は電動自転車でそれぞれ楽しみました。 

家康最初の陣跡・桃配山～丸山のろし場跡（開戦ののろし）～三成陣跡・笹尾山～福島正則

陣跡～島津義弘陣跡～床几場・家康最後の陣跡 首実検した所  90分の観光でした 

やっとコロナも落ち着いてきて中山道歩きを再開できました、何度も宿に申し込みとキャン

セルの連絡をしてくれたリーダーに感謝ですありがとうございました。
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記：榊原奈歩 

 山行日：2021 年 11 月 6日-7 日
 コースタイム：1Day 5.0H , 2Day5.5H

 1Day（伯耆大山）; 8:40夏山登山口-9:19三合目-9:39 五合目-9:42 行者谷分かれ-9:53
六合目避難小屋-10:28 八合目-10:36 右室方面との分岐-10:49 大山頂上避難小屋
-10:56 山頂（休憩 30 分）-11:23 大山頂上避難小屋-11:32 右室方面との分岐-11:40
八合目-12:06 六合目避難小屋-12:16行者谷分かれ-12:19 五合目-12:56元谷堰堤右岸
分岐-13:10 元谷・下宝珠越分岐-13:15 大山神社-13:25 大山寺

 2Day（伊吹山）;9:34 伊吹山上野登山口-9:55 ひろきち地蔵-9:58 一合目（伊吹高原
荘）-10:11 松尾寺-10:31徳蔵山-10:43 三合目-11:01 四合目-11:10 五合目-11:15 上平
寺尾根分岐-11:22 六合目避難小屋-11:35 七合目-11:58 八合目-12:14 山頂周回道分
岐・合流点-12:22 山頂（休憩 20分）-13:08伊吹山ドライブウエイ終点-13:25 びわこ
展望台-13:28 山頂周回道分岐・合流点-13:40 八合目-13:52 七合目-14:01六合目避難
小屋-14:10 上平寺尾根分岐-14:20 四合目-14:26 三合目-14:34 徳蔵山-14:46 二合目
-14:56 一合目（伊吹高原荘）-15:11 伊吹山上野登山口

 メンバー：会員外 1 名（Ｌ）、榊原

2 年振りにようやく師匠と
山に行く話が出たが、季節
は 11 月。今年は有給が取れ

ないということで、何処に行くか？暑い盛りに 2人で真剣に
悩む。地図を眺め、伯耆大山と伊吹山が候補にあがる。紅葉
も期待できそうで、2 日で行けそうだよ！と師匠が交通ルー
トを調べあげてきた。私では到底このプランは思いつかない。
直前で 2日目の天気予報が晴れに変わり、最近、身辺が変わ
ったことに伴い師匠の雨星人の付き物が落ちたのか？今回
レインウエアの登場は無さそうでホッとする。

米子に降り立つのは 3 回目。1 回目は、山は始めておらず、出雲大社、宍道湖と境港に行っ
た。2 回目は連泊仕事のため大量荷物があり流石に山道具を持ち込めず、鳥取花回廊から大
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山を眺め、足立美術館と皆生温泉で終わった（前頁過去写真 4 枚参照）。米子鬼太郎空港では
ターンテ―ブルで目玉おやじがお出迎え＆空港周辺の道では鬼太郎のメロディロードが待っ
ています。ということで、今回ようやく伯耆大山へ。
今回無雪であったが今シーズン既に 1 度冠雪があり、いつ雪が降ってもおかしくない時期で
ある。伯耆大山は紅葉が少し進んでいたが、大変趣のある場所であった。ブナ林と切れ落ち
た斜面が美しく、日本海側の季節風を受けることから紅葉の色づきが良い。（私的には、紅葉
登山に大変お勧めです。）難点を言えば、ひたすら階段が続くことだけだ。
山頂は肌寒かったが、紅葉シーズンともあって大変賑わっていた。
下山後温泉にはいり、大山ソバ、大山鳥のから揚げ、大山豆腐をいただき大阪に移動する。
心残りはノドグロが食べれなかったこと。弾丸ツアーのため致しかなたいと諦める。
大阪で食事をする気でいたが、から揚げが消化しきれず移動途中で岡山名物ままかりと黄ニ
ラ寿司を get!する。そして、明日も早いことからソソクサと寝る。

翌日は早朝から移動し伊吹山に登る。 
伊吹山は名古屋に住んでいた頃、登山をしていなかったので
行かず、関東に移住してからは行きにくい場所になってしま
い放置していた。 

標高が低いためこの時期でも暑く、真夏は近寄りたくもない場所だ。綺麗なススキの原を越
え、5 合目に無人自販機があるのは素晴らしい！ 
師匠は登りながら、BCに良い斜面！と言っていた。 
斜面は紅葉の色づきが良い具合であり、山頂からは近隣の山々の綺麗な紅葉と琵琶湖が見渡
せる。 
登りのスピードは師匠に追いついてきたが、下りはまだまだ師匠のほうが早いため、自分の
中での要課題。それでも、随分早くなったよ！と言われる。 
下山後はお風呂で汗を流し名古屋に移動、贅沢にひつまぶしを食べて帰宅した。 
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師匠は毎回私の微々たる成長を見ている。 
今回は何より軽量化がすごい！と褒めをいただいた。登山を始めたばかりの頃のタオルやら
着替えを一体何枚もっていたのか？という闇に葬りたい話や、初心者の私にとって悲惨な天
候の中一緒に行った話に花が咲く。 
そして、会報もチェックされていた(-_-)当会の赤裸々な会報は、会以外の人も読むと楽しい
らしい。 
元々、師匠とは年 1、2回程度一緒に行く位、沢と BC 季節の変わり目位しか一緒に行けるタ
イミングがない。
最初、殆ど一緒にいけないことは心細かったが、自分でやらないと始まらない機会を与えて
もらい、その結果成長を早めてもらったと思う。（抑々、ペースもレベルも合わないので当然
の話ですが）山で目指すことは人それぞれだが、もし前進したい場合は、少し頑張って自分
で考え、調べて、自分でやってみることはどうでしょうか？きっと、違う世界が見えてくる
と思います。但し、無茶と無謀はなしで！
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中倉山（栃木県）  井居奈美 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
◆２０２１/１１/１２（金）

◆メンバー：井居（L）、土屋、堀江

◆コースタイム：６h

◆コース：銅親水公園〜中倉山〜（ピストン）

栃木県出身の私はここ１〜2 年、栃木の山に登りたくて仕方ありません。その一つがこの

中倉山。天候により何度かキャンセルになり登る機会を逃していたのですが、今回ようやく

決行となりました。 

 宇都宮 I.C から日光方面に入るはずが高速から降りそこねて我がふるさと矢板まで行って

しまいました。Ｕターンしてまた宇都宮まで戻り銅親水公園駐車場には予定より１時間以上

も遅い到着となってしまいました。車から降りると風も強く寒い・・・この辺りから嫌な予

感がしていました。 

登山口まで林道を５０分歩きます。ウォーミングアップにしてもちょっと長い。 

ようやく登山口に到着。そこからいきなりの急登。そしてやはり予感は当たってしまいまし

た。山を登っている私にたまに襲ってくる症状。弱気病。いつも以上に息が上がる。 

一度この雰囲気に呑まれると立ち直ることができなくなってしまう。苦しい・・・ 

 2 人には先に行ってもらい自分のペースで歩きました。それでも数歩歩いては立ち止まり

なかなか進みません。私だけリタイアしようか・・と何度思ったことか・・でもずっと登り

たかった山。もう少しだけ頑張ってみよう・・。頭の中ではずっとその繰り返しです。頂上

まであと少し、でももうダメかも・・と思いながら少し休憩をとり温かい飲み物を飲んだら

なんだか体調が復活。体を温めるってとても重要なことだと改めて体感しました。 

時間はかかってしまいましたが 2 人の励ましのおかげでなんとか山頂に到着。風もおさま

り暖かく、360 度見渡せる開けた場所でのんびりと昼食をとりました。孤高のブナの向こう

には男体山も見えて大満足。途中で撤退しなくて良かった〜。 

メンバーのお 2人には本当にお世話になりました。強風の中待たせても嫌な顔ひとつ見せ

ず見守ってくださり本当に感謝しています。 
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奥多摩紅葉ハイキング 

記：杉田 逸子 

 2021/11/13（土） 平均気温 21℃

 メンバー 殿塚（L）  林  杉田 

 コースタイム ８時間

 距離 19.50㎞

 鳩ノ巣駅 出発➡鳩ノ巣渓谷散策➡城山➡御岳山➡日出山➡琴平神社➡日向和田駅

秋晴れの空の下、落ち葉をザクザクと踏みしめ、奥多摩の紅

葉を楽しんできました。予定していた、鳩ノ巣駅～大楢峠間

の登山道が工事中であったためコースが通行止めに・・・ 

迂回路の城山を登ることになりました。アップダウンが続き

登りがいのある山でした。大楢峠～御岳山間も崩落個所があ

り通行止めとなっていましたが、殿塚リーダーの判断でその

まま進みました。一箇所崩落している場所が確かにありまし

たが、殿塚リーダーの歩行アドバイスにより無事通過し御岳

山へ。御岳山まで他の登山者にあうこともなく美しい紅葉を

3人で独占しながら歩きました。 御岳山神社にて昼食を取

り、日出山にて小休憩。日出山も見晴らしが良く最高でした！！ 今まで、行きたい山はツ

アーに参加し登っていました。ツアーリダーさん任せで、地図も持たず気楽に登っていまし

た。今回の山行でご一緒させていただいた殿塚リーダーと林さんに登山道を安全に案内・先

導して頂きました。目的地を事前にスマホにダウンロードするなど事前準備の必要性を実感

しました。（今回は準備不足ですみませんでした～）山行は、歩きながら色々参考になること

や、ヒントとなることも聞けて、私にとっては良いことばかりでした。殿塚リーダー、 

林さんありがとうございました。また宜しくお願いいたします。 
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城ヶ崎海岸・天城山 1401 m
記：青木 慎弥 

日時：2021/11/13（土）-14（日） 

メンバー 青木慎（L）、山口ひ、三隅、東

コース 1日目：城ヶ崎自然研究路コース 3時間、2日目：天城山シャクナゲコース 5時間

東くんをキャンプに連れて行こう、という企画で伊豆半島に行くことになった。朝 5 時半

に獨協大学前駅に集合し、伊豆へ出発。初日は、重い荷物に持つに慣れてもらおう、という

ことで、城ヶ崎海岸沿いの遊歩道で歩荷トレすることをした。 

城ヶ崎海岸はかつての大室山噴火に伴う溶岩が海に流れ込むことでできた断崖で、荒々し

い景観が特徴である。しかし、当日は快晴で波も穏やかで、のんびり気分で歩くことができ

た。きらめく青い海と黄色い花を咲かすイソギクが印象的だった。のんびり歩きすぎたため、

途中で歩荷トレを打ち切ってキャンプ場に向かった。 

キャンプ場でテントを設営して、焚火をはじめた。用意してきた薪炭だけでは足りなそう

なので、追加購入して派手に燃やし始めた。途中のスーパーで買った肉や干物を焼いて食べ、

酒を飲む。楽しかった。東くん、暇を持て余した年長者の遊びに付き合ってありがとう。 

翌日、天城山に登ることにした。4 時間くらいでサクッと登って帰ってきた。山頂は落葉

しきっており、見晴らしがよかった。また別ルートで登りたいと思う。また、帰りは山口さ

んの希望もあって、熱海で海鮮丼と温泉に入って帰路に就いた。みなさま、この遊びみたい

な山行きにお付き合いいただきありがとうございました。 
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2021.11.14  L:長田 一樹 会員外 

駐車場→岩場→駐車場 

さすが紅葉の季節です。8：00 で鳩ノ巣駅裏の無料駐車場は満杯、5 分ちょっと歩きますがトンネル

二つ目を左にそれるとトイレ付駐車場があります。そちらへ停めて準備して出発。 

岩場に着くと先客が既に登っているようで東屋にザックが三つほど残置されている。こちらも準備して

一般ルート右でアップしてと思って 1P 目を相方が登って自分も登ると、何度か講習でお世話になっ

たガイドPが講習をやっていました。時間かかるから出来たら他のルートに行って欲しいと言われ、懸

垂して 1 スラへ変更、１スラ取り付きに着くと登っている最中、ゆっくり待ってからスタート、毎度思うが

グレードは何て事無いのだけど、それを上回る圧迫感というか恐怖感が襲って来てビビる、1 スラは

多分もうこれで 4 回は登っている筈なのだが毎度高度感とチャート独特の滑る感じで心が折れていく

ルート取り間違わないように抜けて、一般右の右から懸垂下降で降りる。東屋に戻って昼飯食べて 2

ラウンド目、一般右の最後を直上して鐙の練習と思っていたが 15：30 を回りかけているので断念して

一般右を行くことに暗くならないうちに降りる為、スピードを意識して登る。 

1ピッチ目は木に 2か所で抜ける、2P目は相方、若干時間取られるが無事終了、3P右の滑り台Ⅴ級

でした（笑）残置無視は到底出来そうに無いので使って切り抜ける。こちらの高度感はそれ程無いが

細かいホールドスタンスに加えてフリクションはほぼゼロなので神経を使う、カムで何カ所か補強して

抜ける、暗くなってきたので、懸垂下降のバックアップをして下降、途中で切って回収、引く側のロー

プの末端は解いて支点に通して末端結び直しておくと、次の下降がスムーズです。 

懸垂 2P で降りて靴履き替えて東屋に戻ると暗くなってきたヘッデン出して片付けて戻る、川沿いの

渡渉を何度かして駐車場へ戻ると 18:00、お風呂も面倒だしし下道でてくてく帰りながら適当にごは

ん食べてもどりました。 

外岩行かんとダメになります。フリーにも力入れないと行きたい所に行けなくなってしまうと思い直した

しだいです。 
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黒岳（小金沢連嶺） 
■ 日  程 R3.11.17（水）   記：小林いつ子 

■ 場  所 黒岳（小金沢連嶺） 

■ メンバー L山本・浅井ゆ・渋谷・兼堀善・兼堀恵・下川・木原・林・和田・福田・

 小林い 

■ 歩  程 5：30松原―中央道大月 IC下ー8：20大峠登山口ー10：00黒岳山頂 

 ー11：50下山 

 秋のお天気に誘われて、富士山と

紅葉目当てに小金沢連嶺の一座、黒

岳に行って来た。 

残念ながら富士山は雲に邪魔され

おがめず、紅葉は殆ど終わっていた。

初冬の山の景色であった。 

大峠登山口は標高 1600ｍ近く、 

ここの富士山も 絶景である。右に 

雁が腹すり山と左に黒岳の入口と

なっており、黒岳は標高差 400ｍ。

因みに腹すり山は標高差 300ｍ弱。 

二か月前の 9/21 に雁が腹すり山に

行ったので、今回は黒岳となった。 

メンバーは 11人。歩程が短いので、気持ちに余裕があり、落ち葉を踏み々のんびりと楽しむ

ことが出来た。特に危ない個所もなく、往復 3 時間の山。その気になれば、腹すり山と黒岳

をいっぺんに登ることも難しくないと思う。 

今回はランチで大月のほうとう屋さんに立ち寄り、大鍋で出されたほうとうに大満足。 

早めの帰りとなった。 

皆さん、お疲れさまでした。来年は是非リベンジしてみてください。 

そして、二つの山を楽しみ、比較するのも一興かと思います。 
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記：遠藤みゆき 

実地日：令和 3年 11月 21日(日) 

メンバー：L村上・殿塚・土屋・森（律）・遠藤

コース：すずらん群生地駐車場 8：00→FUJIYAMA ﾂｲﾝﾃﾗｽ 9：15→破風山 9：40

→すずらん峠 9：55→黒岳 10：20→日向坂峠 11：20→不駒山 11：55→釈迦ヶ岳 12：35

→昼食 13：00→すずらん群生地駐車場 14：30→桃の里温泉

コースタイム：6時間（昼食込）

ツインテラスから富士山を見よう！とリーダー村上さんが計画してくれたコース。

しかし、あいにくの曇り空。時々富士山がチラッと見えた。まあ、少しでも見えただけ有り

難い。コースは何回かのアップダウンを繰り返します。釈迦ヶ岳からの富士山も素晴らしい

らしい。コロナでしばらく一緒に行けなかったので久しぶりの同行は楽しくおしゃべりも弾

みました。今回も殿塚さんと律子さんのお力をお借りして見守ってくれる安心コース。  

いつも頼りになる有り難い存在です。まだまだ独り立ち出来ない私。 

そして、ここはすずらんの群生地らしい。春にはすずらんの可愛らしい花と高貴な香りが 

広がるに違いない。また春にリベンジしよう。 

帰りに寄った笛吹市の「桃の里温泉」は露天風呂があり、晴れていれば多分ここから南アル

プスの山々や富士山などが見えるのであろう。（あくまでも想像ですが温泉の周りには桃の木

が植えられているので春には桃の花を眺めながらの入浴ができそうです。） 

帰りは少し早めに出発したものの見事、渋滞に巻き込まれました。 

それでも、律子さんと殿塚さんが迂回コースを探してくれて無事、獨協大学前駅に到着しま

した。 

今回の山行もおしゃべり尽くしの楽しい山行でした。ご一緒してくださった皆様 

ありがとうございました。これからもよろしくお願いいたします。 
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阿寺岩トレ

記：青木（慎）、三隅、杉田、林

日時：2021/11/23（火） 

メンバー：長田（L）、沼田（SL）、石川、榊原、出口、林、杉田、三隅、青木慎、青木麻

浅倉、会員外 1名、計 12名 

行程：5:30草加駅西口―7:00～15:30阿寺の岩場―18:00 草加駅 

岩トレ初参加者による感想 

・岩場でボコボコになりました。それでも楽しかった。クライミングシューズの購入とボル

ダリングジムの再開を検討中です。また、エイトノットが色んなところで役立っておりま

す。青木慎

・初めての岩トレ、クライミングなんて自分には無縁の世界と思っていたが、これまでにな

い興奮と高揚感を味わい、翌日には生々しい膝のあざと筋肉痛が残った。ジムでのボルダ

リングは経験したことはあったものの、トップロープとリードの違いも知らなかった。今

はどのクライミングシューズを買うべきか悩んでおります。三隅 

・草加山の会の岩場講習に初めて参加しました。以前、追浜の鷹取山で指導を受けた事が在

りましたが、今回の阿寺の岩場を見た瞬間、広さ・高さに圧倒され場違いであることを悟

りました。初めて耳にする言葉などもあり？？が頭の中がグルグルしてる状態・・・。『ガ

バ』・『テンション』『スラブ』等 etc…。一緒に参加された女性の方たちから、気さくな声

掛けと励ましを頂きました。エイトノットの結び方や、筋トレの話など色々教わりました。

講習が終わって思ったことは、皆さんが優しくて、参加して良かったと思えた事と、引続

き受講し基本を身になぁ～思ったことです。ありがとうございました。杉田

・やったこともなく、10月から入会しました私にとっては、本当に場違いでしたが、長田リ

ーダーをはじめ、皆さんが、寒い中、岩に張り付いている私を待って頂いたお陰で、とっ

ても楽しい経験になりました。手は切るし、膝は青あざだらけ、腕は筋肉痛ですが、行っ

て良かったです。ありがとうございました😊😊。林
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武川岳～伊豆ヶ岳～子の権現 （芦ヶ久保駅から吾野駅） 

記：山口裕史 

山行日：2021年 11月 27日（日帰り） 

メンバー：山口裕

コースタイム：6時間 50分

芦ヶ久保駅 8:06 - 9:05 二子山 - 9:30 焼山 - 9:58 蔦岩山 - 10:10 武川岳 - 10:58 名栗

げんきプラザ - 11:15 小高山 - 11:23 五輪山 - 11:36 伊豆ヶ岳 - 11:50 古御岳  - 12:12 

高畑山- 12:23 中ノ沢ノ頭- 12:36 天目指峠 - 13:13 子ノ権現- 14:12 吉田山- 14:26 秩父

御嶽神社 - 14:41 秩父御嶽神社入口 - 14:54 吾野駅 

恒例の足腰の神様を祀っている子の権現に行ってきました。今回は未踏の芦ヶ久保からのル

ートで目指します。距離にして 20㎞とまずまずのロングコース。 

芦ヶ久保駅から二子山・焼山を経由した武川岳まで

はロープが設置されている箇所も複数個所あり意

外に急坂が多い印象です。落葉していて枝越し武甲

山が見えるのはイイですが、北風が強くて寒く、汗

かくくらいのペースで歩かないと寒すぎます。 

武川岳から元気プラザに行く途中、落ち葉に見えな

い平らな所でペースを上げていたら石に足を引っ

かけ転倒。おでこに裂傷を負ってしまいました。止

血するのに 15分程要したが痛みは少なく一安心。

それでも手ぬぐい 1本血だらけで、一応水で流して縛り、帽子で患部を多い何とか目立たな

くなりました。痛みも少ないので続行します。 

長岩峠からは女坂の岩場を楽しみ伊豆ヶ岳へ。ここから子の権現は意外にアップダウンがあ

って低山ですが歯ごたえがあります。低山足慣らしには良いコースです。 

子の権現も昨年の閑散とした感じではなく結構人がいましたねー。 

最後の目的である秩父御岳神社へ向かいます。ここが下りなんですが意外に急なアップダウ

ンが多く長く歩いてきた体にこたえるんですわ。そして、秩父御岳神社の紅葉がお目当てだ

ったんですが、見ごろは過ぎていて残念。 

今年もコロナの影響で例年のような活発な登山

はできませんでしたが、何本かは目標としてい

たことが達成できたので充実の年になりました

ね。2シーズン雪山とは遠ざかっていたので今

シーズンはガッツリ楽しみたいものです。
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山行紀行 2021 秋 記：浅井祐子 

9/14(火) 軽井沢 離山(はなれやま) 

L.浅井ゆ、澁谷、杉山、下川、山崎、小林、

草加:30 =軽井沢 IC = P－離山(約 3時間) = 白糸の滝散歩 = 大熊神社 = 帰路 

 今年 4 月下旬の離山はまだ冬の終わりのたたずまいで、タイミングを誤った感があったの

で、緑の美しさを求め再訪。軽井沢の別荘エリアを抜け登山口へ。野鳥の多さでも知られる

山なので双眼鏡を忘れずに! 山頂からは浅間山が樹々の間からど～んと目の前。 

折角来たのだからと、白糸の滝やら長野県と群馬県の県境をまたいで鎮座する大熊神社を

参拝して散策ドライブの良い一日となりました。

10/10(土) 谷川岳/天神温根 

L.浅井ゆ、浅井て、三隅、青木慎、鈴木廣、

草加 = 土合 P ++ ロープウェイ 天神平 8:20? – 谷川岳往復下山 13:00?  = 入浴 = 帰路 

 久しぶりの谷川岳。メンツを見ると西黒尾根にとりつきたいところだが、軽く天神尾根に

お付き合いしていただくことにする。紅葉も良い頃と目論んだがどうも今年は少し遅れ気味? 

好天予報だがガスが中々取れずに山頂で晴れることを期待して進む。 

 さて、NHK 大河「青天を衝け」をご覧の方はいるだろうか？主人公の渋沢栄一が若い頃、

稼業の仕事で山超えをする途中、まさに青天に向かって拳を突き上げるシーンが、この天神

尾根上の岩場であったのよ。折角なので、ガスの中だけど私もマネして青天を衝け～! 

結局、終始ガスは取れずちょっと残念な谷川岳でしたが、次回は是非西黒を目指して! 

11/27(土) 石割山 

L.浅井ゆ、浅井て、堀江、林、杉田、

草加 = 石割神社 P9:00 – 石割山 10:20 – 平尾山 – 大平山 – 下山 12:40 = 入浴 = 帰路 

 ようやく富士山に雪がつき美しさにも磨きがかかる季節。冬型の安定した晴れた日には 

目の前のどっか～んな富士山が観たくなる。 

 まだ８時過ぎというのに登山口の駐車場はすでに満杯。人気の様子がうかがえる。 

同行の３人は初めての石割山というので、小粒ながらもエッセンス豊富な石割山を楽しんで

貰えそうだ。 

 石割神社を抜け急登をやっつければ、裾野まで見渡せる霊峰「富士山」どっか～ん!です。 

平尾山、大平山を縦走しながらずっと富士山を眺められる良いコースです。
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石裂山

記 村上 綾 

〇日程 ２０２１年１１月２８日（日） 

〇メンバー Ｌ青木（慎）、鈴木（勝）、東、堀江（千）、林、杉田、 

榊原、村上、佐土原（試） 

〇コース 加蘇山神社７：４５→石裂山１０：００→月山１１：３０ 

→加蘇山神社１２：００

 筑波山から昇る素晴らしい日の出を東北道で眺めながら、鹿沼に向かいました。登山口

のある加蘇山神社は少し薄暗くて信仰の山を感じさせました。スタートして清滝を過ぎさ

らに進むと沢沿いの道になり、月山・奥ノ宮の分岐を過ぎると千本桂が迎えてくれました。

中ノ宮を過ぎると、本日最初の鎖場が登場！下から見上げると、緊張感が高まりました。

足をかける場所を慎重に選び、ドキドキしながら登りました。岩トレを経験したメンバー

の方からは「岩トレで練習したことを実践しましょう！」と声があがりました。無事に鎖

場を越えると、次は長い梯子がありその先の洞窟内の奥ノ宮でお参りを済ませ、登山道に

戻りました。その先も、桟橋や階段を使って登り、東剣ノ峰に到着。せっかく上ったので

すが、そこからは長いハシゴをドーンと下り西剣ノ峰に到着。さらにハシゴを下り登り返

すと、石裂山に到着しました。山頂からは、雪景色の男体山が木の間からきれいにくっき

り見えました。一息入れて、月山に向けて出発。急坂を過ぎるとまたまた日光の山々がき

れいに見える月山に到着。登山口に向かって下山をしていると、団体の方に遭遇。お話を

してみると、草加ハイキングの方々と分かり話に花が咲きました。「お気をつけて！」とご

挨拶してまたまた鎖場・ハシゴを下り無事に登山口に到着しました。石裂山で大人のアス

レチックを満喫できました。

帰りは、青木リーダーが「今日はこちらがメイン」とおっしゃるそば処「久我」に立ち

寄り、おいしい新そばをいただきました。外では焼き芋や焼き鮎もあり、おいしい一日に

なりました。満腹になったところで、鹿沼温泉「華ゆらり」にのんびり立ち寄り、お肌つ

るつるになって草加に帰りました。 

 計画やレンタカーの手配などなど、リーダーの青木さんにはたくさんお世話になりまし

た。また、一緒に楽しい一日を過ごしてくださった皆様、ありがとうございました。 

ずっと登ってみたかった石裂山にのぼることができました。 

メイン

です！！ 
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2021.11.28                           L:長田 一樹 会員外 

日原鍾乳洞駐車場 7:30→7:35 タワ尾根取り付き→10:15 ウトウの頭→12:10 酉谷山山頂 12:15→

12:25 酉谷山避難小屋 13:00→14:35 ハンギョウ尾根下降点→16:15 小川谷林道→16:30 駐車場 

例によって例の歩荷トレと思っていたのですがコロナに加え、最近碌に歩いていないので荷物軽め

の 12kg で行ってきました。 

奥多摩は沢登りの下降でしか歩いた事が無いのに加えて、奥多摩の奥での沢登り自体も少なかった

ので非常に面白かったです。 

日原鍾乳洞Ｐに停めると目の前にドデカい岸壁が広

がる、これマルチのルート何本も引けるんじゃないか

と思いますが御神体なので無理です。何となく昇仙峡

のような雰囲気を感じつつ神社横の解り難い取り付き

へ向かう、最初から急登なのに加えて枯れ葉で滑る、

右手の白い石灰岩の岸壁を横目で見つつ標高を稼

ぐ、今季一番の冷え込みらしく晴れてはいるが風は冷

たい為、ナカナカ身体が暖まらないのでスタートから

ダウン着用、30 分ほど歩いて薄っすら汗ばんだところ

で脱ぐ、小一時間ほどで岩場の急登へ、そこを過ぎる

と斜度も緩みゆったりした尾根歩きに変わる、葉が全

て落ちて視界が開けて青い空とのコントラストが気持

ち良い、小さなピークを何個かやり過ごしウトウの頭で

小休止、何度かアップダウン繰り返して長沢背稜に当

たりタワ尾根は終了、気持ちの良いトレイルを辿り酉

谷山のピークへ、埼玉百の時は小雨ガスガス

で展望が無かったのですが、この日はピーカン

で 360 度の展望が楽しめました。少しゆっくりし

ていたら身体が冷えたので避難小屋で昼食摂

る為下降する。避難小屋には誰も居らず、陽だ

まりの中ゆっくりとランチできました。 

バイオトイレお借りしてから出発。 

長沢背稜を歩くのも今回の目的の一つでした。

歩き易い気持ちの良い道をてくてく歩く、途中

に絶景ポイントあります。それを過ぎるとあっと

言う間に下降点でした。最初は下降点解る

か？不安でしたが進入禁止のトラロープが目印になって直ぐに解りました（笑） 
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降りると作業用のレールが出てくる、コレを追って行けば良いのですが途中で分かれますので要注意で

す。左にそれて下降を続けると杉林の中へ導かれる、今まで太陽燦々の明るい世界だったのがいきなり

真っ暗な杉林でテンションダウン、そのまま下降を続けると小川谷林道へ出る、太陽はまだ沈んでいない

が谷間なので既に暗く寂しい雰囲気の中10分ちょっと歩くと駐車場に着く、鍾乳洞で駐車料金払って、も

えぎの湯でお風呂入って東京亭でご飯食べてもどりました。 

急登で上がってノンビリ長沢背稜を歩いて急下降な感じでした。 



みずがき山自然公園キャンプ場にて 

編集後記 

本号編集中の１０月１日、全国的に緊急事態宣言が解除された。そして私も少しずつ

山へと出かけるようになった。休日のやや混雑した青梅線での山行やキャンプ場を利用

した宿泊登山も再開してみた。 

本来この時期は夏山の後半～紅葉ハイキング～初冬の雪山とバリエーションに富んで

いるため計画には事欠かないはずだが永い自粛により登山の習慣も薄れ、行きたいよう

な行きたくないような、なんとも中途半端な心持ちがもどかしい。 

コロナはというと収束に向かうのか、はたまた一休みしただけなのか分からない様な

状況で依然として要注意だ。それでも何とか元の日常を取り戻すべく登山を続け、コロ

ナ期間のブランクを埋められるよう、体と心を整えておきたいものだ。 <Y.T>

 今回も沢山の原稿提出いただきお礼申し上げます。最後の追込みも含め、編集 Tさんが

頑張って下さいました。そして“是非、紅葉写真を撮ってご自分の編集号に掲載してくださ

い！”とお願いしたところ、何度もチャンスを狙って山に行かれていました。（少しはコロ

ナ期間のブランクが埋まった？）

日々寒くなってきましたが、皆様どうぞお気をつけて山行を楽しんでください。ありがと

うございました。 ＜N.S＞ 
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