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30 周年を迎えて

　白山フウロ山岳会は 1984 年 10 月 14 日 松任風露山岳会として松任市（現在の白山

市）にて産声をあげました。当時、石川県勤労者山岳連盟では各市町村に一つの山岳

会を作りたいとの思いから金沢や小松在住の労山会員が集まって金沢と小松の間、松

任市に山岳会を立ち上げたのが松任風露山岳会だそうです。そして 2005 年、松任市

から白山市に新設合併するに伴って会名も白山フウロ山岳会に改名しました。30 年

目の今年（2013 年）、何か記念になるようにと記念山行を企画、なじみの深い白山と剱・

立山で親睦を兼ねた山行が計画されて、第一弾は白山記念山行。第二弾として剱・立

山山行と決まりました。 

　第一弾の白山は南竜ヶ馬場にてテント山行と相成りました。山行には仕事を終えて

から駆けつけてくれた方々もいらっしゃって、会員の半数以上が参加し、ワイワイと

楽しい山行となりました。 実行に際しては、菊さん、小石さんが中心となってまと

め上げてもらいました。両名には本当に大変なことだったと思いますが、尽力いただ

き白山での山行は大成功に終わったものと思います。ありがとうございました。 

　そして第二弾 剱・立山山行では、大日岳の縦走と源次郎尾根の山行が実行されま

した。メンバーは若手とベテランで構成され、それぞれ充実した山行であったことと

思います。この山行を通して若手がまた次の若手へと山の楽しさを伝えて行ってもら

えたらと思います。 30 年と言う月日の中では嬉しいことや楽しいことばかりでなく、

辛く悲しいこともあったことと思います。これからも楽しいことが多くあるような会

で有ってほしいと思います。メンバーも創立当時とは様変わりして、これからもいろ

いろな方が入会してくると思いますが、山の技術や楽しさを伝承して行って、40 周年、

50 周年と続けていけたらと思います。 

30th
白山フウロ山岳会

創立 30 周年

山の技術、
　楽しさを伝承する会に

白山フウロ山岳会　会長 / 安藤 
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白山フウロ山岳会 30 周年記念号

●白山集中のイベントから時間の制約もあり都合の付く会
員さんが一同に会し参加しテント生活で、仲間意識も高ま
り今後の会活動に意味のある山行が出来てよかった。ぼっ
か訓練と称し重荷を担ぎ上げた有志に感謝しつつ、自分に
は真似出来ないと悟った。ニッコウキスゲが咲き乱れ夏山
気分満喫でき満足した。（中嶋ダ）

●フウロの節目の記念山行は出だしから賑やかで、健脚組
が砂防歩荷を引き受けてくれたお蔭でスローペース組は観
光新道花見を楽しみ頂上にも行かず南竜へ直行する。南竜
では既にテントサイトも完了しお茶タイムに入っており手
際の良さに感心する。メニューはソーメン、すき焼きと豪
華、薬味まで Y さんの気の利いた配慮に有難く戴く。夕方
駈けあがってきた 2 人が揃い他会が羨むほどの愉しいひと
時は本当に最高！！いつもお任せの身には皆の心使いが嬉
しい。翌朝の油坂の頭での御来光も我々だけのショータイ
ムで感動、不思議と元気が湧いてくる。テン場ではちらし
寿司、お澄まし、フルーツ、拘りのコーヒーにパン等美味
しく戴き後始末もお任せして一足先に友の待つ室堂へとト

ンビ岩に向かった。六地蔵から大汝まで行き黒ボコを降っ
たが、甚之助小屋からは団体の渋滞に巻き込まれ中飯場に
向かう事故要請の車列をみながらゆっくり降りた。中々得
られない山行に参加できてみんなに感謝です。（盛田）

●白山フウロ 30 周年の記念の年、何をしようかと春頃よ
りいろいろ案を出し合う。結局私たち故郷の山、白山を色々
なルートより入山し南竜に集中の計画となる。今若いメン
バーが集まり歩荷をします、車の送迎をします等の話も出
て担当者の熱い気持ちが伝わってきました。本当に感謝で
す。
　早朝の市ノ瀬、連休でもあり駐車場はすでに満車状態、
装備わけをしてスタートです。私は若い新人と一緒に頂上
を目指しますが観光新道のお花がちょうど見ごろで、キャ
～綺麗！キャ～可愛い！と感動一杯の二人、その都度歩み
がストップ。でもこちらも新鮮な気持ちになり元気を貰い
ました。
　無事頂上に着きお花畑コースから南竜に向かいますが、
とにかく沢山の人達で賑やかです。南竜のテント泊は初
めてでとても楽しみです。先発隊はすでに食事の準備をし
てありさっそく冷たいソーメンを頂きました。美味しい
～！！次々とメンバーも集まりお酒にメインのすき焼き！

も頂き、仲間との語らいは時間も忘れ本当に楽しいひと時
でした。
　ご来光を見ようと早朝出発。少し霞んでいましたが、皆
と同じ気持ちで待っている。気持ちが共有できる山って良
いな～と改めて思いました。朝食はパンに拘りのコーヒー、
本当に美味しかったです。ご馳走様でした。
　テント撤収後下山、熱いフウロの夏が終わりました。山
行計画の担当者、装備や食事の準備、それに買い出し等ど
れも大変だったと思いますが皆さんの力で成功出来たと
思います。これからも仲良く元気なフウロで行きましょ
う！！（中嶋セ）

●徹夜で帰ってきて仮眠。皆さんから遅れて出発。一応ボッ
カトレのつもりでテントなどの会装備を持ち上げる。昼過
ぎに南竜へ到着。先に到着していた面々とのんびりお話を
して、皆を待つ。夕方。田中さん、形屋さんが到着し、総
勢 13 名と半数以上が 30 周年記念で集まってくれた。

　次の日は皆さん早朝から日の出を見るために油坂を登っ
て行ったが、私は昨日の徹夜明け山行が効いて体が動かず
テンションも上がらずお留守番。下山は観光新道のお花畑
を楽しみつつのんびりと降りた。

今回は 30 周年記念と言うことで多くの皆さんの参加があ
りました。これからも 40 周年、50 周年と記念の山行を皆
さんと楽しめたら良いなと思います。今回いろいろと準備・
計画をまとめてくれた菊さん、小石さんありがとうござい
ます。いろんな意見があってまとめるのは本当に大変だっ
たと思います。本当にお疲れ様でした。（安藤）

●南竜で一泊。星空の下、飲んで食べてしゃべって・・・。
たくさんのメンバーが集まりわいわい楽しく過ごせまし
た。これからも一年に数回、親睦を兼ねた宴会山行があっ
たらうれしいかも。（米林）

白山・南竜テント泊　30 周年イベント

南竜山荘集合！集中登山

◆山行月日 2013 年 7 月 20 日～ 21 日
◆山行形態 30 周年記念白山集中登山
◆メンバー 米林、田中、安藤、盛田、中嶋だ、形屋、谷口、

中嶋せ、松田、鮎川、上西、小石、菊、藤木、
ｼﾞｮｱﾝﾅ（欠席 :8 名）

◆コースタイム 標準的時間
◆天候 くもり / 晴れ
◆食事 すき焼き、そうめん、ちらし寿司
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●白山フウロ山岳会、30 周年記念。第一弾の白山に続き、
第二弾と銘打ち剱立山周辺へ各々登る企画で、源次郎尾根
を登ってきました。

◆ 14 日（水）晴れ 

　初日は剣沢のキャンプ場まで。以前源次郎を登ったのは
もう 10 数年前のことで、尾根取り付きの下見をしておき
たかったので始発に乗るべく立山へと思ったらチケット売
り場には長蛇？の列。並んで 6:40 発のケーブルカーで出発。
途中めっこの内さんと会い、めっこは浅さん他二人が後か
らくるとのこと。  室堂からはえっちらおっちらと雷鳥沢の
のぼりを経て剣沢へ入る。めっこ内さんのテントの横に設
営し昼食。その後、K さんがど～しても持っていくと言っ
ていた小玉スイカをデザートに頂く。やっぱり暑い日には
たまりませんな ~。そうこうするうちにめっこ隊は後発も
来て別山方面のクライミングに出発。我々は源次郎取り付
きまで下見。夜はめっこ隊と交流しつつも次の日が早いの
で早々に就寝。

◆ 15 日（木）　晴れのち雨  

　早朝 2 時起き。用意して星がきれいな中、3 時発。昨日
下見したにも関わらず、剣沢小屋の手前で間違えて右往左
往。・・・剣沢の雪渓に出ても行けるでしょうで、アイゼン

つけずに行ったら一部凍ったところがあり気づかず転んで
しまった・・・大丈夫そうでも慎重に下ろう・・・。  取り
付きからチョット行くと簡単な岩場。ここでロープを出し
ていた 3 人組に先を譲られるが先頭が微妙な位置に居たの
で悪いな～と思いつつ先に行かせてもらう。後は急な坂を
木を潜り、乗り越えして標高を稼ぐ。岩場的には最初の岩
場ともう一か所ロープを出しても良いかなと言うところが
あったがノーロープで進む。 
　やっと藪漕ぎ？を終わると爽快な岩尾根ルートとなりル
ンルン。対岸の八つ峰や長次郎の雪渓がかっこいい。源次
郎のルンゼコースと出会うと一峰が間近。一峰からはいっ
たん降りて登り返し。二峰着。本峰が圧倒的迫力。ここで
先行していたソロのパーティにロープが絡んでいるのでと
懸垂の先を譲ってもらう。いそいそとロープをセットし懸
垂に入ったがここで私は大失態。。懸垂の支点にはしっか
りした鎖とたくさんのシュリンゲがかかっているが、私は
鎖にシュリンゲ同様にロープをかけてしまい、下に降りて
ロープを引くと・・・？？動かない。K さんに架け替えて
もらって事なきを得た。降りるときに一抹の不安を感じつ
つ降りてしまって慎重さに欠けた行動で反省しきり・・・
恥ずかしい。  
　本ルートのクライマックス二峰の懸垂下降を終えると後
は本峰に向けて登るのみ。浮石だらけのザレ場を過ぎると
本峰到着。記念撮影と恒例の握手で源次郎尾根終了。山頂
では最高の展望でのんびり。下山は心配された渋滞も無く。
途中めっこが行っている南壁に手を振って剣沢着。昼食を

剱岳源次郎尾根

360 度の大展望に感動

◆山行月日 2013 年 8 月 14 日～ 15 日
◆メンバー 菊、安藤
◆山行形態 岩稜バリエーション
◆天候 晴れのち雨
◆コースタイム
● 8 月 14 日
金沢 (4:00) ＝立山 (6:40) ＝美女平＝室堂 (8:00) ～雷鳥沢
～別山乗越 (11:00) ～剣沢 (11:30) ～源次郎尾根取り付き
(14:00) ～ (15:30) 剣沢
● 8 月 15 日
剣沢(3:00)～源次郎尾根取り付き(4:30)～一峰～二峰(7:40)
～ (9:10) 剱岳山頂 (9:40) ～前剱～一服剱～剱山荘～剣沢
(13:30) ～別山乗越～雷鳥沢 (16:00) ～室堂 (17:00) ＝美女
平＝ (18:30) 立山＝金沢

取って撤収用意をしようとしているときにやってきました
黒い雲。((+_+)) 最後の最後で降られてしまった・・（それ
でも弱雨で良かった）  余裕で剣沢を出たつもりだったが長
時間の行動と重荷で室堂のバスは 17 時発。最初の計画通
り 4 時に山行を開始していたら最終ギリギリだったかも。。
と考えると早出はやっぱり山行の基本ですね。アドバイス
いただいた T さん、D さんありがとうございます。
　久しぶりのバリエーション＆重荷の長時間行動で疲れま
したが充実した山行でした。お疲れ様でした。（安藤）

白山フウロ山岳会 30 周年記念号
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● 30 周年記念第 2 弾 / 剱・立山集中登山として大日三山に
登った。親子の年齢差があるメンバーと交って期待と不安
の中出発。登山口からいきなり急登が始まり、高度は稼げ
るがきつく汗が一気に吹き出る。牛ノ首を過ぎるとようや
く緩やかになり視界が開けた大日平の木道となる。ここで
小石さんの読図講習を行い、しっかり学ぶ。（私は適度な疲
労回復タイム？）大日平小屋までは右側には谷を隔てて弥
陀ヶ原が見え、室堂へ向かう沢山のバスが走っている。一
方、我々は大日平でのどかな景色を眺めのんびりと高原歩
きを楽しむ。大日平小屋を過ぎると徐々に斜面がきつくな
り私のエンジン（老体）もオーバーヒートを起こす。ちょ
うど水場に到着し頭から水をかぶり喉を潤すと何とか回転
が戻る。大日小屋へは計画書タイムより遅れるが無事到着。
宿泊予約を済ませ、早々に大日岳に向かう。登山道脇には「ﾁ
ﾝｸﾞﾙﾏ」・「ｲﾜｶｶﾞﾐ」・「ｺﾊﾞｲｹｿｳ」と咲き乱れている。山頂で
はガスがかかり剣岳を望むことはできなかったが、楽しく
元気に記念写真を撮る。

　夜外に出てみると沢山の星が見えさぞかし晴天になるか
と思ったが、朝にはまたガスがかかり視界不良の中出発。
中大日岳は大日小屋からすぐで、小石さんは夜中に散歩が
てらに登ったようだ。中大日岳～七福園～奥大日岳への稜
線歩きでは沢山の高山植物が咲き誇り写真を撮りながらま

た読図して快適に歩く。奥大日岳に着くと、360 度の大展
望台で登ってきた疲れも吹き飛ぶ。時より雲間から顔を覗
かせる剱岳には圧倒される。山頂を後に剱御前に向かうと、
急に登山者が増えてくる。奥大日岳へはやはり室堂からの
日帰り登山者が圧倒的に多いようだ。弥陀ヶ原・地獄谷・
室堂平を見下ろしまた雄大な立山三山を望みながら進む。
新室堂乗越で私はメンバーと別れ雷鳥沢へ下る。室堂平で
のんびりと散策させてもらい室堂センターで合流すること
にした。

　天候に恵まれ計画書通りに楽しい安全登山でした。私の
いつものペース（牛歩）に合わせてくれたメンバーに感謝・
感謝の気持ちで一杯です。（藤木）

大日岳・中大日岳・奥大日岳

高山植物が咲き乱れ

（2501m）　　　　　　　　（2500m）　　　　　　　　　（2605m）

◆山行月日 2013 年 8 月 10 日（土）～ 11 日（日）
◆メンバー 小石、松田、上西、藤木
◆コースタイム

● 8 月 10 日（土）晴れ・曇り
称名滝Ｐ (6:48) ～登山口 (7:02) ～牛ノ首 (8:25) ～大日平小
屋 (9:36-9:55）～水場 (12:05) ～大日小屋 (13:50-14:10)
～大日岳 (14:30) ～大日小屋 (14:50)
● 8 月 11 日（日）曇り・晴れ
大日小屋 (5:40) ～中大日岳 (5:55) ～七福園 (6:04) ～ガレ場
鉄梯子 (7:02) ～奥大日岳 (7:46-8:10) ～新室堂乗越 (10:06)
～別山乗越 (11:23) ～剱御前 2792m ﾋﾟｰｸ (11:45) ～
別山乗越 (12:08-12:20) ～室堂 (14:30) ＝立山駅 (16:10)
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幌尻岳 P46
槍ヶ岳～北穂高岳 P47
白神山地　岩木山、八甲田山 P47
磐梯山 P48
雨飾山 P48
白馬三山縦走 P48
五竜岳 P49
越後駒ヶ岳、平ヶ岳 P50
取立山 P51
池の平山 P51
錫杖岳 P51
苗場山、赤城山、奥白根山、男体山 P52
樅沢岳 P53
岩木山、八甲田山 P53
手取川ダムの岩場 P54
白山 P55
白山 ~ 別山 P55
百四丈の滝 P55
赤兎山クリーンハイク P56
大笠山 P56
白山お花松原 P57
天狗池（槍ヶ岳） P57
大猫山～猫又山～大窓周回 P58
猫又山 P58
野谷荘司山 P59
北穂高岳 P59

五箇山 P60
白山 P60
小佐波御前山 P60
医王山 P61
福知山 P61
北丈競山 P61
八海山 P61
金毘羅山 P62
立山ワンデイ P62
焼岳 P63
ＫＣＷ P64
桜が池クライミングセンター P64
姫路の山神社 P64
日和佐クライミング P64
石鎚山 P64
米山 P65
王子ヶ岳 P67
八ケ岳 P67
護摩堂山 P67
小原尾根から医王山中腹 P67
白山ワンデイ P68
千石城山 P69
吾妻渓谷 P69
八ヶ岳 P69
医王の里 P70
荒島岳 P70
西山 P71
笈ヶ岳ワンデイ P72
奥医王山 P72
医王山 P73
白山周回 P73
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◆山行月日 2013 年 4 月 20 日
◆山行形態 残雪山行
◆メンバー 宇都宮、堂前
◆コースタイム 5:10 一里野スキー場スタート ～ 6:04 ス

キー場頂上 ～ 6:38 檜倉～ 8:13 しかり場 ～
10:04 奥長倉非難小屋 ～ 11:27 美女坂の頭
～ 12:19 ～ 12:50 展 望 台 13:27 美 女 坂 の
頭 ～ 13:45 奥長倉非難小屋～ 15:59 檜倉 ～
17:00 一里野スキー場駐車場

◆天候 晴れ

百四丈の滝
●今回は、私とＤさんの 2 人での山行でした。
スキー場内の道を車で登って行き、雪でいけなくなった場
所からスタート。雪はしまっていてスキー場の頂上までは
何もつけずに、そこから先はアイゼンで歩きました。
しかり場の手前の坂で、堂前さんの足が痙攣を起こした為、
お互いに無理しないようにして分かれて登ることに。奥長
倉非難小屋までは風もほとんどなくスムーズに歩けました
が、そこから美女坂の頭までは少し風があり、特に美女坂
の急斜面は凍っていて登るのが怖かったです。
　美女坂の頭からはさらに風が強く、少しでも風の当たり
にくいところを探して歩いているといつの間にか展望台を
通り過ぎていました。慌てて戻り、谷の方をのぞくと百四
丈の滝。景色も良く、大笠山や笈ヶ岳もはっきりと見るこ
とができました。
　下りは気温が上がり、雪がザクザクになっていて歩きや
すかったです。途中、D さんと合流し、スキー場まで降り
ました。2 人で見ることができませんでしたが、百四丈の
滝は綺麗でした。（宇都宮）

▲会山行   Party

20134月
   

桜が池クライミングセンター
●今日は子供を連れて初桜が池。外のボードでは久しぶり
ですぐに腕がパンプ。ハングのところで終了。皆さんは元
気に登ってました。その後は室内でボルダー。うまく登れ
ないけどやっぱり楽しい。（安藤）

▲個人山行   Personal

山行月日 2013 年 4 月 6 日
山行形態 クライミングジム
メンバー 中嶋ダ、中嶋セ、小石、ジョアンナ、宇都宮、

安藤親子
天候 曇り

白山
●フウロに再入会して、早速一人で行けない山行を計画。
2 年 前 に 行 っ た こ と は あ っ た け れ ど、 当 時 approach は
Scooter で。今年初めて MTB や歩きの approach の辛さを
実感した。市ノ瀬ですでに靴擦れ、しかも予定より遅れ気
味。正直、retire を考えたが、Ｋ君は 4 月の白山へ登頂し
たいという意思が伝わって私も頑張ることにした。
別当出合に泊り skier 二人に会う。彼らはゲートを 5 時に出
たそう。“ ということは、私達はそんなに遅くないんだ！ ”
と自分で励んでスキーの登りを開始。荷物が重い、靴擦れ
が痛い、なかなか進まない…結局甚ノ助避難小屋に 4 時過
ぎに到着。そこで泊って、明日は軽装備で attack にする。
夕日の撮影を楽しんで、静かな二人は 7 時半ごろに寝る。
結局後の二人は来なかったね…
　翌日 4 時に起きて、5 時にスタート。朝はやっぱり斜面
は凍っているが、晴れてとても見やすいので順調に進む。
頂上に近づくと風が強くなるので、高天原辺りでスキーや
荷物を depot しアイゼンで登頂。Ｋ君を待ちながらまた撮
影。冬の白山は本当にすばらしい。風が強いのでＫ君が登
頂したら記念写真だけ撮って下り。
甚ノ助に 10 時、テントを片付けて、ご飯食べて 11 時に滑
り開始。荷物が重いと体力を登頂に使い切ったせいで、滑
りはヘタクソ。でも早い。別当出合からは歩くことにした。
靴擦れはひどくなるのを感じるが、帰るしかないので我慢
…
　久しぶりの山スキーで 2 年前と比べて体力が落ちたこと
に間違いない。だが、腰は邪魔にならなかったことに満足。
来年山スキー行くなら、先ずは新しい靴を買う。そして、

◆山行月日 2013 年 4 月 13 日～ 14 日
◆山行形態 山スキー
◆メンバー ジョアンナ、小石
◆コースタイム ● 13 日

白峰ゲート 7 時～市ノ瀬 10 時～別当出合 12
時―12 時半～甚ノ助避難小屋 16:15
● 14 日
甚ノ助避難小屋 4:15 ～山頂 8:30 ～甚ノ助避
難小屋 10:00 ～ 11:00 ～別当出合 12:30 −
13:00 ～市ノ瀬 14:15 ～白峰ゲート 15:00

◆天候 曇り

日帰りだけにしとこう。
　初めて大好きな KissX5 を持っての山行く。カメラを持っ
てゆっくり写真を撮るのはやっぱり楽しい（恕安奈）

●天気は快晴、自転車 2 台とスキーを載せた j さんの車で
白峰ゲートへ。スキーと泊まり装備の重いザックを担いで
自転車で市ノ瀬へ向かいます。
　市ノ瀬で自転車をデポし歩きます。別当出合 2km 手前ま
で除雪してありました。別当出合で先行者に追いつきます。
朝 5 時に白峰を出発したそうで…。
　休憩後、吊り橋を慎重に渡り尾根に取り付きました。尾
根はとても歩きやすく、快適に登れます。
ただ j さんは靴ズレが辛そうで心配でした。それでも頑張
る j さん、さすがです。計画を変更し、甚ノ助小屋で泊ま
り砂防新道を往復することにしました。

◆ 4/14( 日 )
泊まりの荷物を置き、最小限の荷物で出発。甚ノ助より上
はスキーアイゼンを付けての登り、一部雪が硬く緊張しま
す。室堂より上は解けた雪が氷化していて難儀しました。
途中スキーを置いて山頂へ。やっと着いた山頂は強風で、
舞い上がる雪が顔を叩きます。周りを見渡すと、白山麓が
綺麗に浮かび上がります。大汝が一番美しい。
　下山は楽しいスキー…となる予定でしたが、足に力が入
らず上手くターンが出来ません。弥陀ヶ原でスキーを背負
い甚ノ助まで下りました。足を休ませ、重い荷物を担ぎま
す。別当出合までは忍耐の滑りでした。重荷 & 湿雪でゲレ
ンデスキーのように軽々とターン出来ず、停止も難しい有
様。苦戦しながら、無事 j さんと別当出合まで到着。市ノ
瀬からの自転車は快適で、気持ちも晴れやかでした。（小石）
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ジライ谷～冬瓜手前～ブナオ山
●何処でも良いから行きたい！！山モードの彼女に応えら
れる山は何処だ？町は春なのに山はまだ冬で、規制の林道
やゲートが閉まっている所が多い。しかし白山山系が好き
なら此処でしょ！と笈ケ岳にする。
　早朝車を 1 台一里野にデポし、ブナオ観察舎前のゲー
トに車を止めてスタートをする。数日前の寒さは山では
雪だったようで最初の車道からうっすら雪が着いていまし
た。歩きから 1 時間、ここからが登山口。野猿公園までの
水平道も本来ならカタクリの花を愛でながらの楽しい 30
分のはずが雪で覆われている。
　私達が今年初の入山者みたいで倒れた木や壊れた木の柵
が散らばっていて歩きにくい。軽い渡渉をし、本格的な道
に入って行く。いきなり急斜面で雪が着きズルズルと滑る。
木やトラロープに捕まりやっと登る。その後も急登が続く。
大岩横の登りではほぼ垂直に近い状況。ピッケルを上手く
使い菊ちゃん果敢にせめて登りきる。凄いぞー！段々と雪
の量も増えて来る。新雪で気持ち良いが膝上ラッセルに
なってくるとやはり辛い・・・といってもトップの菊ちゃ
んは楽しそう。快晴で振り向くと白山が綺麗に見える。冬
瓜手前でもうすでに昼近く、とても頂上まで行っている時
間は無い。ここで展望を楽しみブナオ方面に回る。尾根を
間違えそうになったが地図で確認。ここで反対方向から人
が来るではないか！見ればテント装備、やはり日帰りする
には少し時期が早かったようです。でもやっとトレースが
繋がり一安心する。右に笈ケ岳、左は白山と展望が素晴ら
しくとても楽しい稜線歩きです。ブナオ山頂まで来たパー
ティも沢山いたようで雪のテーブルが作ってありました。
苦手な降り。貯水池から最後の階段で膝の限界が来ました。
泣き泣きやっと下山する。
　笈は今回で 6 回目でしたが、初めて頂上に立てませんで
した。ゲート前での車道の 1 時間歩き。新雪のラッセルに
時間を取られる、私の体力不足！山の選択ミス？が最大の
原因かも知れませんが、でもとても楽しかった！（中嶋セ）

◆山行月日 2013 年 4 月 13 日
◆山行形態 残雪
◆メンバー 中嶋セ、菊
◆天候 曇り

●昨夜降ったであろう雪で辺りは真っ白。一里のをこえた
辺りから道路にも雪がありビックリ。4 月も半ば、ここら
辺では春を迎えていたであろうに真っ白で冬に逆戻り。
ゲートを 5.00 に出発し林道歩き。中宮展示場には 6.00。こ
こでも雪。先が心配になったが歩いていきました。私は初
めてでどこがどこかルートが不明。雪がのっていてさらに
よくわからない。勢津子さんに先行してもらい後を着いて
いくばかり。とても急であちこち岩があり、その上に雪が
のっているものだからこわいこわい。。しかし、標高をあげ
ていくにつれて視界もよくなり目の前には白山がみえるで
はありませんか！！ん～すばらしい～。そしてずんずん歩
いていくのですが、どんどん雪が深くなり膝上くらい。尾
根に上がったくらいでわかんをつけました。
　またここからが大変。藪こぎです。わかんをつけたはよ
いがこの藪、もう大変大変、しかしなんとかわかんを外さ
ずに行くことができました。この藪こぎでかなり体力消耗。
カモウリまでいかなければブナオ山のほうへは降りれな
いということで二人で励ましあって頑張りました。カモウ
リ直下の展望台で 11.45 ここからのくだりも 5 時間はかか
るということでここで小休憩をとり折り返すことにしまし
た。ここからの展望絶品。素晴らしいです。
　分岐にさしかかり勢津子さんが一応コンパス合わせてい
こう。と言ってくれてコンパスをあわせると思っていた方
向（思ってい尾根）と違う方向をさす。あれれれ・・・何
度あわせても違う。その向こうに見える尾根を指している。
二人で確認しコンパスを信じて歩いていきました。

八ヶ岳（赤岳）
●前日にノザと金沢出発し車中泊、宴会して就寝。4:00 に
起きて準備するが名人が来ない。℡するとまだ家で寝坊し
てた、先に行ってるからかっ飛ばして来て。
　大門沢の堰堤群に雪は無いが山頂から続く沢には雪が繋
がってる、しかし急斜面だ。夏道どうりに県界尾根に取り
付き急登を登るが兼用靴では足が進まない、尾根に上り、
上げると雪が出てきた、スキーを履きスピードアップ。大
天狗手前から藪が濃くなりスピードダウン、日本海側の藪
と違い密度の濃い針葉樹のジャングル。
　2600m 辺りから開け快適になるがすぐに急登になりアイ
ゼンで登る、鎖、梯子を登り核心部を通過し安堵するが頂
上小屋直下まで氷化しておりここが一番の核心部だった。

山頂で写真を撮り滑降準備、ギャラリー大勢で皆カメラを
構えている、大門沢は急すぎて下が見えないが滑降した、
だが雪が腐りターンができないし斜面は雪崩る、キック
ターンする時名人が止めよう！と叫んだ。雪崩は落ち切っ
てたので行けると確信してたが再三止めようと叫ぶので中
止して小屋の下までトラバースして展望荘方面に滑り込み
大門沢に合流した、ちょっと悔しかったが名人は足が攣っ
ておりノザはビビってたので中止で良かった
　斜度が落ちた沢は雪が切れ切れだったが何とか雪を繋ぎ
山頂から登山道合流地点までスキーで滑ってこれた。満足
でした。（形屋）

◆山行月日 2013 年 4 月 14 日
◆山行形態 山スキー
◆メンバー 形屋、他
◆コースタイム 清里ｽｷｰ場 P5:09 ～小天狗 6:12 ～大天狗

9:25 ～ 山 頂 9:25 ～ 滑 降 10:09 ～ ｽ ｷ ｰ 場
12:22

その途中で下から男女のパーティ。やった～これでトレー
スがある。らくができる～とほっとしました。その後から
も単独の女性。二つのパーティとも今日はテント泊とか。。
うらやましいです。今日あった人はこの人たちだけでした。
アップダウンを繰り返しブナオ山。ここからの展望も最
高！！ここには沢山の足跡がありここまできたかたは数名
いるようでした。右には白山、左をみれば笈ヶ岳。素晴ら
しい～！！ここからはくだるのみ。このくだりが以外に長
い。最後は何段あるかわからない階段をくだりやっと下山
したのが 17.15 でした。春いいや今日の山行は冬並み。行
動時間 12 時間長かったです～でもとても満足した山行で
した。春には笈ヶ岳まで行ってみたいです！！（菊）

経ヶ岳
●昨年のリベンジ。今年もものすごい強風でした。こんな
天気、二人しかいないと思ってましたが、チャムランさん
御一行様が後から登ってこられて驚きと笑い。やっぱり好
きなんだな～と。がっつり歩いたリベンジ山となりました。
ご一緒してくださった福井の F さんに感謝。（河崎）
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●祖母山（1756 ｍ）、阿蘇山・高岳（1592m）、九重山・中
岳（1791m）。本年最初の百名山巡りで九州の祖母山・阿
蘇山（高岳、中岳）・九重山（久住山、中岳）に行ってき
ました。祖母山登山口（宮崎県高千穂町）へは片道約 1,100
キロを高速道路とはいえ 21 時間の運転はさすがに疲れた。
祖母山は大分県・熊本県・宮崎県の県境にあり、北谷登山
口は山頂へは千間平コースと風穴コースの登山道があり山
頂に最も近いためファミリー登山者が多いそうである。昨
日の雨で登山道はぬかるんでおり、8 合目からの急登は特
に滑りやすく苦労した。春の草花は 5 月にならないと咲か
ないのか全く観ることができない。山頂からは南方向が晴
れていて古祖母山が雲海から頭を出し見えたが、阿蘇山方
面はガスがかかり見通せない。山頂ではあとから 3 人登っ
てくる程度で、静かな平日の山行でした。
　阿蘇山は過去 2 度（修学旅行・仕事）来たことがあるが、
いずれも火口東展望所までで、今回ようやく最高峰の高岳
に登ることができた。岩尾根の仙酔尾根からスタートして
ペンキで塗られた目印を頼りにひたすら登る。登り始めは
晴れていたがすぐに曇り風も吹き出して天気予報通り頂上
手前で雨となる。高岳頂上はガスがかかって何も見えない。
雨で冷たく休憩することなく中岳に向かうが、中岳頂上か
ら火口東展望所への登山道は火山ガス発生のため閉鎖さ
れていた。他の登山者は火口西側の砂千里ケ浜に下ってい
く。私はマイカーがあるのでやむなく仙酔尾根に引き返し
た。あとで聞いたら火口東方面に迂回路があることわかり、
ガックリ。仙酔峠に咲くミヤマキリシマは 5 月下旬頃に咲
き沢山の観光客で賑わうと聞く。機会があればもう一度来
てみたい。
　九重山では、昨晩降った雨で朝から寒く冷たい風が吹い
ていた。牧ノ戸峠駐車場に着くとこれまでの山と違い登山
者や観光客で駐車場は満車状態。天気予報では午後から回
復するとの事だったので、遅めに登山口を出発。雪は無い
が樹氷が見られ冷たい風でとても寒い。途中で念のため予
備に持ってきた T シャツを山シャツの上から重ね着し、更
にフリースを着込んで防寒対策をとる。避難小屋から久住
山頂に向かう稜線では強風で倒れそうになる。視界は利か
ず登山道脇ロープやペンキで塗られた目印に沿って登りよ
うやく久住山頂に着くと男女 2 人の登山者と出会う。強風
と寒さから山頂を早々に後にし九重山の最高峰である中岳
に向かう。途中の御池脇を通って中岳に登るが上り下りと
も全く登山者と出会うことなく避難小屋に戻る。この頃か
ら天気も回復してきて視界が少しずつ開けてきた。登山口
まで帰りの登山道では朝の樹氷も溶けだしてきていた。一
時は山頂に立てないかと心配したが、今回の山行計画通り
目的が達成できてよかった。（藤木）

祖母山、阿蘇山・高岳
九重山・中岳

◆山行月日 2013 年 4 月 19 日～ 21 日
◆山行形態 ハイキング
◆メンバー 藤木
◆コースタイム ● 4 月 19 日（金）曇りのち晴れ

自宅（白山市）＝美川 IC ＝ 3:20 熊本 IC ＝
5:40 五ケ所北谷登山口 6:30 ～千間平 7:35
～国観峠 8:20 ～ 9:00 祖母山山頂 10:00 ～
12:00 北谷登山口＝阿蘇内牧温泉（泊）
● 4 月 20 日（土）晴れのち雨
内牧温泉 7:50 ＝ 8:30 仙酔峡登山口 8:50 ～
10:50 高岳火口壁～ 11:00 阿蘇・高岳山頂
11:10 ～中岳山頂 11:35 ～高岳山頂 12:00
～ 13:30 仙酔峡登山口＝九重高原赤川温泉

（泊）
● 4 月 21 日（日）雨のち曇り
赤 川 温 泉 9:10 ＝ 9:35 牧 ノ 戸 峠 登 山 口
10:00 ～西千里ケ浜～ 11:20 久住別れ・避難
小屋～ 12:10 久住山山頂 12:15 ～ 12:40 御
池～ 13:10 中岳山頂 13:20 ～ 13:50 久住別
れ 14:10 ～ 14:50 沓掛山～ 15:20 牧ノ戸峠
登山口 16:10 ＝九重 IC ＝美川 IC ＝自宅

勝山バンビライン
●娘と福井勝山のバンビラインに挑戦？してきました。結
構段差のある階段を健気に登っていきます。更に虫が怖い
彼女は『虫さんこんにちは。こっち来ないでね』と連呼。
かわいいやらうるさいやら・・・。それでも頑張って第二
展望台で昼食。目的の山でおにぎりを頬張り満足された様
子。帰りは急な下りを歩いてくれるかと思いきや・・『抱っ
こ！！』・・・やっぱり父が抱えて下山。山のご褒美は温泉
とソフトクリーム。帰りの車では爆睡の彼女でした。（安藤）

◆山行月日 2013 年 4 月 20 日
◆山行形態 ハイキング
◆メンバー 安藤親子
◆天気 晴れ

鈴が岳
●少しだけ時間があったので鈴ヶ岳いってきました。時間
があれば大日にいきたかったですが時間切れ。登山口には
雪がありませんが手作り小屋手前に雪が残っています。そ
の後はしばらく雪がありますが尾根はないです。ただ木の
根の上を歩く感じでとてもすべりやすいです。鈴ヶ岳から
の展望は素晴らしいですよ。大日までいくともっと素晴ら
しいおすすめのコースです。もうじき水芭蕉やかたくりの
花も咲きますよ♪（菊）

◆山行月日 2013 年 4 月 20 日
◆山行形態 残雪山行
◆メンバー 菊

妙高山
●当初鹿島槍に行く予定だったが天気予報は最悪、寒気が
入るので山は雪だから計画変更。スタートの標高が低いと
雨に濡れ上で氷着き大変なので色々考え 1100m の燕温泉
から妙高に行くことにした。

　仕事を終え夏から冬タイヤにまた替えてノザと出発、峠
は雪でタイヤ交換は正解、宴会就寝。3:00 に起き支度する、
外は雪だが気温が高いのであまり積もってなく風もない、
予定の北地獄谷を詰めるのを止め前山経由で行くことに決
めた。旅館横から取り付くと雪の上には 20cm の積雪でラッ
セルになる、暗闇をどんどん進み前山手前でトラバース、　　　　
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　しかし南斜面は雪がなく登り返して尾根を忠実に行くこ
とになった。時間ロス。3 つのポコをクリアしてスキーを
履き進むと氷化と積雪のミックス斜面、苦労してこなし山
頂に到着。風もなく空も明るく雲が抜けつつある、静かな
寒くない山頂で休憩して下山、100m ほど下りてスキーを
履き滑降。季節外れのパウダーで快適でした。前山をツボ
で登り返しまた滑降、標高を下げるとだんだん風が強くな
り雪が降ってきた、山頂から見えていた雲海の下は天気が
悪い、雪崩れる斜面より早く滑りあっという間に旅館横に
着いた。今日は妙高貸切でノザも満足してた、このルート
は藪も少なく結構良かったです。（形屋）

◆山行月日 2013 年 4 月 21 日
◆山行形態 山スキー
◆メンバー 形屋、他
◆コースタイム 燕温泉 3:50 ～前山 6:22 ～天狗堂 7:22 ～山

頂 8:54 ～滑降 9:29 ～天狗堂 9:39 ～前山
10:11 ～ 10:39 燕温泉

◆天気 曇りのち雪

猿が山
●定番の春山。新雪 5 ～ 25㎝、ツボ足で林道をキャンプ
場の奥まで入り鉄塔のある尾根を三方山に向けて登るルー
ト。キャンプ場から奥の林道が一番の核心部でデブリで埋
まっている。あとは開放感のある尾根歩きで小瀬に降る東
の尾根はスキー場の様な斜面とブナ林が続く。鉄塔辺りか
ら雪が切れており薄い藪漕ぎで杉林を降る。もう少し早い
時期が良い。（盛田）

◆山行月日 2013 年 4 月 23 日
◆コースタイム 小瀬ゲートＰ～池の平キャンプ場～鉄塔～三

方山～猿が山～小瀬Ｐ
◆メンバー 4 名
◆天候 晴れ

鹿島槍ヶ岳西沢
●深夜金沢発でノザと行く、糸魚川から雨になり大谷原は
雪になっていた、しかし積雪はなく板を担ぎスタート。林
道途中から積雪がありシールで行くが湿雪でシールがダン
ゴになりとても辛い。西沢に取り付くと積雪が増えラッセ
ルになる、標高を上げると積雪が増えこのまま稜線に詰め
るのを止め赤岩尾根に突き上げる沢を詰めることにする。

　斜度が急になると膝ラッセルになり細板では限界、雪面
も割れだしたので樹林のある尾根にルートを取り安定した
ところで敗退することにする、尾根まで後 40m だが危険だ。
ヤバいので立木の上部でターンをしていたが突然足元が動
き雪崩始めた、5m ほど流れた時立木の枝にジャンプして
しがみついた、雪は加速し雪崩れた、そして横を見るとノ
ザがいない。

　ビーコンは反応しない、大声で叫ぶとかすかに声が聞こ
えた。急斜面でシールを剥がし滑降して探す、視界が無く
反応なし、また叫ぶとずっと下に声が聞こえた、やっと見
つけた、無事だった高低差で 120m も流されたが 2 本のピッ
クストックを突き刺し運よく止まった。生きてて良かった。

　さあ帰ろう。雪崩の走路はカリカリで西沢に合流すると
デブリだった、デブリは西沢を全て埋め 1700m が末端だっ
た。こんなのに巻き込まれたら終わりだった、さらに下る
と登りのトレースがあった、後続がいなくて安心した。

　ニュースでは白馬で雪崩事故があったらしい。僕らも行
動開始時間が遅かったらやられていた。やはり暗いうちか
ら行動したほうが危険が少ないと思う。（形屋）

◆山行月日 2013 年 4 月 27 日
◆山行形態 山スキー
◆コースタイム 大 谷 原 P4:55 ～ 西 俣 出 合 5:55 ～

(2210m)9:04 ～ (2090m)9:16 ～ 10:16 大
谷原 P

◆メンバー 形屋、他

西穂高岳（丸山）
●全国的にも天気が悪いという予報の中、現地に行ってみ
て判断しようと自宅を 5.00 に出発しました。前日も冷え込
んでいたため、ラッセル覚悟でいきました。予想通り、膝
くらいのプチラッセル。しばらくすると下山してきた方の
トレースで楽になりました。

　高度をあげるにつれて風が強くなり山荘 300 Ｍ下はト
レースも消え、雪も深く大変でした。山荘に到着すると、
昨夜から泊まっている方たちが天候の回復を待っていまし
た。この天候では厳しいと、私もここで 1 時間以上待ちま
したが、全く天気回復の見込みがなく、それでも丸山まで
いってみようと向かいましたが、ものすごい風に雪、そし
てホワイトアウト。2.3 Ｍ先の岩が時おりみえるくらい。自
分が立っている場所も谷か尾根がわからにくらいで、この
まま進めば帰りも心配と判断し、丸山手前でしたがここで
引き返しました。

　この日、ほとんどの方が山荘で引き返したようでしたが、
何パーティーかは丸山までいったようです。下山してしば
らくすると天気が回復してきました。（ん～くやしい～）ま
た天気の良い日にチャレンジしてみたいと思いました。（菊）

◆山行月日 2013 年 4 月 27 日
◆山行形態 雪山行
◆コースタイム 自宅（5.00）　→　新穂高ロープウエイＰ

（8.00）　→　ロープウエイ（8.30）　→　新
穂高登山口（9.00）　→　西穂高山荘（10.15
～ 11.40）　→　丸山手前　→ロープウエイ

（13.15）　→　Ｐ 14.00
◆メンバー 菊
◆天候 雪

鳶岩
●長野県須坂方面から大室古墳群アプローチ徒歩 5 分、他
キャンプ場あり（中嶋ダ）

◆山行月日 2013 年 4 月 27 日
◆コースタイム 金沢から車で 4 時間
◆メンバー 中嶋大介・勢津子
◆天候 くもり

焼岳
●中尾温泉登山口 8:40 と遅いスタート。峠まで。稜線に出
て視界なし。ルーファイ勉強に。地図コンパスがなかった
ら本当に怖かった。頭にうっすらでも地図を覚えていたか
ら良かった。初めてのルートだったし、これまでで一番の
読図練習になったと思う。下山は谷を下がり過ぎて登り返
す事に。下山して晴れ間から焼岳山頂を眺めた。（河崎）
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蟹ノ目
●蟹ノ目（689 ｍ）。白山山系『とっておきの 33 山』を見
ていて、低山でシャクナゲが咲いている山として「蟹ノ目」
が出ていたので、さっそく行ってみることにした。

　駐車場に着くと未だ誰も来ていない。簡単に朝食を済ま
せ早々に出発。行きは小谷尾根を登る石楠花コースをとる。
スギ木立を過ぎた辺りの「菜畑」地点まで登るとシャクナ
ゲが群生していた。しかし、つぼみは出ているが残念なが
ら開花するのにもう 1 週間はかかりそうな様子。今年の桜
の開花を早かったのに何故かここのシャクナゲの開花は遅
れているようだ。頂上直下の尾根伝いに来ると、イワウチ
ワ・タムシバ・ミツバツツジが沢山咲いていた。頂上から
は正面に残雪を被った大日山が大きく見える。反対側は鞍
掛山や日本海が一望できた。コーヒーを沸かし 30 分程ひ
とりで静かに眺望を楽しむ。帰りは緩やかな下りの大平尾
根コースを辿るとヤブツバキが沢山咲いていた。大平尾根
登山口の林道に出ると今日初めて登山者と出会う。シャク
ナゲの花を見る事が出来なかったが天気も良く静かな里山
歩きを楽しめて良かった。（藤木）

◆山行月日 2013 年 4 月 28 日
◆メンバー 藤木
◆コースタイム 白山市（自宅）5:00 ～ 5:45 東谷生活改善セ

ンター・駐車場 6:15 ～石楠花登山口 6:45 ～
中間点 7:20 ～ 8:15 蟹ノ目山山頂 8:45 →大
平尾根登山口 9:45 → 10:10 東谷生活改善セ
ンター・駐車場 10:30 →粟津尾温泉総湯（入
浴）→ 12:00 自宅

◆天候 晴れ

仙丈ケ岳
●鹿島槍から移動し髭と名人が合流、チャリで片道 25 ｋ
ｍの南アルプス林道を漕ぐ、とにかく長い。こんな山行す
る人はいない。広河原からは登り一辺倒で名人に泣きが入
る、3 時間漕ぎ続け取り付き点に到着。チャリを隠して谷
を詰める、快適な谷は 2600 ｍの尾根に突き上げた、夏道

◆山行月日 2013 年 4 月 28 日
◆山行形態 山スキー
◆メンバー 形屋、他
◆コースタイム 夜叉神 2:47 ～広河原 4:03 ～ 1930m 取り

付き 5:45 ～小仙丈 9:21 ～仙丈ヶ岳 10:16
～滑降 10:56 ～取り付き点 12:28 ～夜叉神
14:22

浅間山
●浅間山 2524 ｍ（前掛山）。深田久弥百名山のひとつで以
前登山規制がかかっていた頃の頂上は黒斑山を登ればカウ
ントされていた。近年火山灰も少なくなって外輪の前掛山
まで登れるようになったので火山ルートから入山した。久
しぶりに 12 本アイゼンとピッケルが活躍した。稜線に出
たら、特有の強風で前傾姿勢と三点確保を取りながらの歩
行で頂上に立てた。（中嶋ダ）

◆山行月日 2013 年 4 月 28 日
◆山行形態 雪山ミックス
◆メンバー 中嶋大介・勢津子
◆コースタイム 行動時間 8 時間
◆天候 快晴

百四丈の滝
●この目でみたかった百四丈の滝壺。この日天気に恵まれ、
とても素晴らしい滝壺をみることが出来ました。できるこ
となら壺の下まで行きたいと思い、夜中に出発。この日は
月が明るくヘッドライトがいらないくらいです。一里のス
キー場の林道は中腹まで。スキー場山頂まで 1 時間という
ところでしょうか。

スキー場からは夏道と雪のミックス。月をみながら本当に
贅沢な山歩きです。しかり場分岐で夜明け。遠くのほうに
は北アルプスが見えます。本当に綺麗でした。しかり場分
岐からは時おり夏道が顔をだしますがほぼ雪で。雪もいい
具合にカチカチでもなく、腐っているわけでもなく、歩き
やすかったです。小屋手間で下山してくる方にお会いしま
した。大きな荷物。昨夜小屋に泊まって滝をみてきたよう
です。小屋をすぎると難関の美女坂。しかしここでも雪質
に恵まれなかなか歩きやすい。あっという間に展望台です。
下を覗くと、美しい滝つぼが見えました。この目で見たかっ
た百四丈の滝つぼ。時間的にはかなり時間に余裕がありま
したが、友人と相談し今回は降りないことにしました。3
時間という長い時間この滝を眺めながら過ごしました。

　夏、秋にしか見たことのない滝。音も静かでとても優し
げでした。毎年一度は訪れたい場所です。（菊）

◆山行月日 2013 年 4 月 28 日
◆山行形態 残雪山行
◆メンバー 菊、他 1 名
◆コースタイム 一里のスキー場中腹（2.00）　→　しかり

場分岐（5.00-5.15）　→　奥長倉避難小屋
（7.30）　→　美女坂の頭（8.30）　→百四丈
の滝展望台（8.50-12.00）　→　一里のスキー
場中腹（16.30）

には北沢峠からの登山者が見えた、ワンデイの人はいない
だろう。みんなバテながら山頂に到着、絶景見て元気がで
る。小仙丈沢カールをちょこっと滑り林道まで滑る。チャ
リ 5 時間、山 6 時間半。過酷でした。（形屋）

草津白根山
●渋峠から草津白根道路が降雪で通行止めになり山行計画
3 日遅れで開通した。駐車場一番乗りで白根レストハウス
に着。道路を挟んだ向かいが登山口です。新雪トレース急
登を大汗で登る（下山時に解かった事はすぐ横に林道巻道
があった）閉鎖中のスキー場を登り夏道と合流。登山道は
以前に比べて崩壊が進んでいた。頂上直下の道は立派な階
段が出来ていたし標識も立派になっていた。展望もよし。 
（中嶋ダ）

◆山行月日 2013 年 4 月 29 日
◆山行形態 かんじきハイク
◆メンバー 中嶋大介・勢津子
◆コースタイム 行動時間 5 時間
◆天候 晴れ / くもり
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◆山行月日 2013 年 5 月 11 日
◆山行形態 残雪滝見山行
◆メンバー 菊、形屋、小石、安藤、他 3 名
◆コースタイム 林道駐車 5:23 ～檜倉 6:05 ～しかり場 7:27

～ 長 倉 小 屋 9:16 ～ 発 9:25 ～ 美 女 の 頭
10:02 ～下降点 10:38 ～ 百四丈の滝 11:19
～下降点 12:21 ～小屋 12:53 ～発 13:36 ～
しかり場 14:50 ～林道駐車 16:04

◆天候 曇りのち雨

百四丈の滝
●本会主管の「百四丈の滝を見に行こう！」会間交流山行
ですが、  天候不良により、残念ながら会間交流としての山
行は中止とさせていただきました。 しかしながら、個人的
に行ってみたい！との声もあり、希望者のみで決行しまし
た。

　スタートからなかなかよいペースで小屋まで行き、休憩
を入れて滝を見にいきました。  先週同様、雪はしまってお
らず難関の美女坂も歩きやすかったです。小屋から上はガ
スで滝は全く見えず、自分の体力に不安がありましたが、
みなさんの励ましで一緒に滝を見に行くことにしました。
滝が見えると本当に嬉しかったです。どんどん歩いていく
と滝が大きくなり本当に感激でした♪ めっこさんお二人も
本当に喜ばれていました。滝を目の前にすると、あの大き
さにはビックリします。

　滝を見た後は稜線までのぼり返し。本当につらかったで
す。 しかし稜線にでてしまえばまた体力も回復し無事みな
さんと下山することができました。帰りは少し視界がよく
なり、よくみるとあちこちで雪解けの水が滝になっており
本当に面白い光景でした。この季節限定の滝を沢山みるこ
とができました。（菊）

●天気予報は雨で前夜に会間交流登山は中止に。 しかしフ
ウロ会長はじめ、めっこ山岳会の 2 人を加え雨の中出発。  
小雨の中奥長倉小屋に着き休憩し 1 名残し出発。雨は本降
りで美女の頭からは激しくなる。  下降点に着くがガスで滝
は見えない。皆で協議し降りたいとの事でアイゼンを履き
下降。  壮絶な滝の迫力と釜を見てきました。（形屋）

●会間交流山行であったが雨予報で会間交流は中止。でも
せっかくなので有志で決行。今にも降り出しそうな中、出
発。3K ＆メッコ二人の足早い・・・奥長倉小屋までは待っ
てもらいつつ皆で行動。小屋に形屋さんの奥さんを置いて、
滝見へ出発。足の速い 5 人に先に行ってもらい私はのんび
り登る。美女坂を登って展望台付近で音は聞けるが姿は見

▲会山行   Party

20135月
   

えず・・・滝は見れませんでした。皆さんは降りて行った
のか踏み跡が下へ伸びている。後で報告＆写真を見せても
らうことにして下山。小屋で昼食を取りつつ皆を待つ・・
間についに雨・・・。名残惜しいが下山。今度は釜まで行
こう。（安藤）

▲講習山行   Party

しかり場雪上訓練
●雪上訓練、そして訓練後のランチ＆コーヒー有難うござ
いました。ご馳走さまでした。準備も荷揚げも大変だった
事と思います。訓練の内容としましては・・

＊急斜面のトラバース時のピッケル、アイゼンの使い方

ピッケル・・常に山側の手で持ち、転倒時には利き手で無
い手で持っていても持ちかえずに即時に雪面に突き刺し制
動。

アイゼン・・雪面に爪をフルフラットに。内また気味のつ
もりだと爪を他方の足に引っ掛けにくい。

＊ 2 本のピッケルとアイゼンで垂直近い雪面を登り切り、
降りる。強引に登ろうとせず足で登るようにする。降りる
第 1 歩目はピッケルのシャフトを水平な雪面に垂直に差し
込み手がかりを作る。

＊滑落停止訓練・・尻もちの状態から反転しピックに全体
重をかけるつもりで雪面に刺し制動をかける。アイゼンで
引っ掛けないために膝を曲げる。シャフトを持った左手を
雪面から引き上げる。全員で何度も繰り返しました。

＊器具を用いた確保の方法（スノーバー・・締まった雪に
打ち込む、

＊ デ ッ ド マ ン・・ 新 雪 等 の 場 合 に。 荷 重 が 掛 か る ほ ど
雪の中に潜り込む。田中さんオリジナルの丈の短いス
ノーバーも）　　ロープと下降器あるいは下降器が無い
場合はカラビナのみで（半マストで）　下降と確保の練
習。下降中の仮固定の方法。ピッケルにインクノットで
ロープを結び、雪中に埋め込みセルフビレイをとる方法。 

等など、安藤さんにもご指導頂きました。有難うございま
した。（能谷）

●田中さんを講師として雪上訓練。シカリ場分岐の適当な
斜面を使って雪壁の登り方。滑落停止、スノーバーやデッ
ドマンを使った支点の作り方、確保やロープを使った下降
などなど教えてもらう。講習後は田中さんのテント？を建
ててコーヒータイム。コーヒーを豆から挽いていただく。
またパンも美味しいパンで贅沢な昼食でした。（安藤）

◆山行月日 2013 年 5 月 18 日
◆山行形態 雪上訓練
◆メンバー 田中、能谷、河崎、菊、谷口、宇都宮、小石、

安藤
◆コースタイム 一里野スキー場ゴンドラトップ～林道登山口

～シカリ場（講習）～林道～ゴンドラトップ
◆天候 晴れ
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グランドキャニオン＠ USA
●大自然の Grand Canyon を一回自分の目で見たかった。
でも行くなら、観光 Course 以外な所まで行きたいと思って
いたので、Colorado 川まで下って、奥まで歩く hiking 計画
を始めました。彼のＢｒｉａｎと友人の裕也も計画に乗っ
てくれて、3 人 Party で準備しました。体力に自信を持って、
4 日コースを 2 日に短縮して計画しましたので Backcountry 
Permit を貰うのはちょっと大変でした（Ranger から電話で
色々聞かれてからやっと貰えた）。

　4 月 30 日に Phoenix 空港で集合。車を借りて、ガスや行
動食を買って Grand Canyon へ向かう。4 時間の移動中に
Arizona の景色を楽しんで、7 時ごろに Grand Canyon に到
着。先ずは日の出をゆっくり見に行きます。規模の大きな
Grand Canyon に感動。明日、そこへ下るんだよ！

　5 月 1 日はまだ暗い中下山開始。5 人の若者 Party を追
い越して、荷物を担ぐ馬に追い越される。カッコイイね！
日の出に写真撮影休憩し、後は徐々に見えてくる Grand 
Canyon の景色に次々感動しながら川まで下ります。Bright 
Angel に 10 時に着く。標高の低い所へ下りますし日が出て
きますしかなり熱くなります。Ｂｒｉａｎはまだまだ元気
そうな顔しているが、荷物に慣れてないということもあっ
て、Cottonwood まで行くはがちょっと不安みたい。こっ
ちで tent 張って piston で cottonwood まで行こうかを提
案しますが、Ranger に聞いたら Bright Angel は満員なので
予定通り cottonwood まで行くしかない。熱い・熱い・熱
い…Brian は疲れてきて休憩を近くしますが、cottonwood
にあまり遅く着きたくないし、程よくいい pace を保つ
leader の役割を勉強する。裕也は後ろから Brian を励む。

　Ribbon 滝の分岐辺りから前の
Party に追いつく。Cottonwood で
陰のある tent 場は少ないと聞い
ていたので残りの 2miles は Brian
を裕也に任せて先頭で追いついた
Party と競争。結局彼らより先に
cottonwood に着く！もちろん何
Party が先に着いていたが、3/1 位
日陰のある tent 場を get!　Brian と裕也が到着ししばらく
休憩…tent 張ってから滝へ写真撮影に行こうと計画に書い
てありましたが、結局休むことにします。水場で追い越し
た Party の人とあって話ししたら、彼らは日陰がまったく
無く、水場から大分離れてる tent 場になったと聞くと、頑
張ってよかったと思う！彼らは行きも帰りも Bright Angel
で一泊する 4 日 3 泊の計画。しばらく休む。Grand Canyon
の中に tent を張ると、どこ見ても感動する景色。トカゲと
リスも近づいてくる。7 時半頃にはもう寝ます。昼間に熱
さを避けたいし、2 日に暗い中 tent を片付けて出発。すぐ
に Ribbon 滝に着きます。1 時間程休んで写真撮影しますが、
まだ暗いしあまりいい写真は取れない…

　涼しいうちに Bright Angel に戻れます。ゆっくり朝食
休憩。そして長い登りを開始。しばらくは川沿いに Grand 
Canyon らしい景色を楽しみます。登りに Brian はちょっと
ゆっくりなのでたくさん写真取れます。Indian garden に
12 時半に着きます。Indian garden まで日帰りで来る人が
多くてにぎやかです。たっぷり昼食休憩を取ってから最後
の登り。上行けば行くほど人が多い。最後まで楽しみたい
のでゆっくりゆっくり登って、17 時半に上に着きます。    

　もう一度後ろを見て Grand Canyon に感動！本来の hike
よりちょっと hard な計画でしたが最高の仲間と見たことの
無い景色・植物・動物を楽しんで、一生に残る思い出にな
りました。（恕安奈）

◆山行月日 2013 年 5 月 1 日～ 2 日
◆山行形態 海外山行
◆メンバー ジョアンナ、宇都宮
◆コースタイム 1 日 Grand Canyon Village 4:45 ～ 10:00 

Bright Angel 11:00 ～ 16:30 Cottonwood
2 日 Cottonwood 5:00 ～ 5:45 Ribbon 滝 
6:45 ～ 9:00 Bright angel 10:00 ～ 12:30 
Indian Garden 14:00 ～ 17:30 Grand 
Canyon Village

◆天候 晴れ

安達太良山
●大学時代の思い出の山に久しぶりに登ってみたいと思
い、福島のこの山へ。移動中は小雨。スキー場の駐車場で
寝ているときは車が揺さぶられるほどの突風が吹いてどう
なることかと思ったが、朝は風も少し落ち着き山頂は見え
ないものの晴れていた。  登山計画書を提出して出発。まず
はくろがね小屋まで。旧道？の登山道を行くがぬかるんで
いて滑る。勢至平まで来ると風が強く飛雪（降雪も）が・・・
くろがね小屋で休むが登山者は私のほかに 5 人。 さてここ
からが本格的登山。雪面はシャーベット状で氷にはなって
いない。アイゼンも必要なさそう。と、先行していた登山
者が引き返してきた。突風がすごくて中止するとのこと。

まあ行けるところまでと進むと更に二人引き返してきた。
相当風が強いらしい。  山頂に後 700m の稜線まで来ると確
かに突風がすごい。歩いていると足払いをしてくるわ、後
ろから押されるわで容易ではない。周りは岩稜帯で転んだ
らただでは済まなそう。ここは潔く引き返すことにする。  
帰りはくろがね小屋を経由せず直接勢至平へ。ここまで来
ると風も少なく・・・う～ん何だろうな～。

　今回は季節外れ？の強風で残念な結果でしたが、また機
会あればチャレンジしよう。その時はくろがね小屋に泊
まって、ゆっくり温泉＆登山かな。（安藤）

◆山行月日 2013 年 5 月 2 日
◆山行形態 残雪山行
◆メンバー 安藤
◆コースタイム 安達太良高原スキー場～勢至平～くろがね小

屋～牛の背～勢至平～安達太良高原スキー場
◆天候 曇り＆晴れ

▲個人山行   Personal
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剱岳・小窓尾根
●形屋

◆ 5/3　前夜に馬場島に入り師匠と宴会。早朝に準備をし
ていると V10 の常連さんから声をかけられた。ご夫妻でガ
イドと北方稜線に行くらしい。重荷を背負い林道を行き堰
堤手前で渡渉し左岸へ、しばらくして行きづまりウロウロ、
スノーブリッジを見つけ右岸に渡りタカノスワタリを通過
するともう谷は雪に埋まっていた、雷岩でアイゼンを履き
尾根に取り付く、急斜面を汗だくで登り尾根上部からは快
適な雪上歩きだが気温が上がるとスノープレートがないア
イゼンはダンゴができ大変。昼前にテン場に到着、テント
を張りまったりしてると賑やかな女性の後続者がいてよく
見ると小松ブルーベルのノルベルト、三津野パーティだっ
た。明日に備え早々就寝。

◆ 5/4　快晴の早朝は寒い、5 張ほどあるテントで 1 番に
出発。ニードル直下の雪壁が待っていた、50 ｍ程の急斜面
で息が上がる、雪が固いうちでないと危険だ。ドームを巻
くところで 4 ｍ程下降しなければならず残置ロープが張っ
てあった。師匠はサクっと降りたが僕の荷物は重く危険。
落ちたら命はない、残置にカラビナ掛け半マストでザック
をおろし空身で下った。ザックを背負いまた急峻な雪壁や
岩のトラバースが続きドームを超えた、まだまだ核心の前
半で気が抜けない。マッチ箱までは切り立った尾根のアッ
プダウンを慎重に行く、北方稜線より遥かにレベルが高い。
本当の核心はこの先小窓の頭までで岩にアイゼン、アック
スを利かすところや雪壁のトラバース、垂直に近い直登…
師匠は全くロープを出す気配がない、さすがだ。他のパー
ティーはロープを出しているのでかなり下でもたもたして
る。

　小窓の王が見えると視界が悪くなってきた、北方稜線か
らのパーティーが遠くに先行していた。トレースを追い三
ノ窓へ下る基部に到着、先行者は懸垂だがダブルアックス
でクライムダウンし途中で追い抜き三ノ窓に到着、疲れま

した。小窓尾根はクライミング技術が必要でロープを使
わないパーティーはあまりいないであろう。斜面を削りブ
ロックを積みテン場を作成、1 番乗りなのでいい場所でテ
ント設営できた。1，2 時間遅れで後続が次々と到着、3 時
頃から雪が降り出した。雪は細かいがドンドン強風と共に
叩きつけ積雪となる。夕方師匠と協議し危険だから明日の
クライミングは中止に決めた。

◆ 5/5　夜中の冷え込みで何度か目が覚める、朝起きると
テント内の結露が氷着いていた、しかし師匠の高級テント
は暖を取ってもしずくにならず快適。朝食食べて準備する、
積雪のためラッセルが待っているが他のパーティーが先に
出発してくれた。池谷ガリーをゼイゼイ言いながら登り稜
線に出ると絶景が待っていた。最高です、頑張って良かっ
た、山頂からの展望も素晴らしい。早月尾根からの登山者
はなく昨日がピークだったらしいがガスで何も見えなかっ
たでしょう。山頂からは下り一辺倒だが辛い、直下を慎重
に下り懸垂する場所もダブルアックスでダウン、小屋まで
降りると暑い。長い下りに耐え松尾平手前で林道方向に
ショートカットする、トレースがあるが GPS で確認しなが
ら合流。クタクタになり馬場島に到着。充実した山行でし
た。

●残念ながら、チンネのクライミングはできませんでした。
新雪が前日の夕方から積り危険と判断したものです。

　重荷を背負って急峻な 1 級の尾根をノーロープで登り
切った形屋君の力量はたいしたものです。スキーだけでは
ありません。ロープやクライミング・ギアなどの重量で、
わたしの体力も限界でした。また、Ｍ＆Ｎパーティ、Ｍ夫
妻そして剣岳山頂でＦガイドと多くの知り合いと出会いま
した。（田中）

◆山行月日 2013 年 5 月 3 日～ 5 日
◆山行形態 残雪クライミング山行
◆メンバー 田中、形屋
◆コースタイム 5/3　馬場島 4:45 ～雷岩 7:04 ～尾根上部

8:16 ～ 1614 ｍ 9:05 ～ 2121 ｍ 11:37
5/4　2121 ｍ 4:56 ～マッチ箱 7:13 ～小窓
の頭 9:31 ～三ノ窓 11:00
5/5　三ノ窓 6:21 ～池谷乗越 7:03 ～山頂
8:19 ～早月小屋 10:36 ～林道合流 13:00 ～
馬場島 13:30

奥獅子吼山
●樹木公園～ゴンドラ乗り場下山　カタクリが見頃　相変
わらず登山道ぐちゃぐちゃで靴が汚れた。（中嶋ダ）

◆山行月日 2013 年 5 月 3 日
◆山行形態 ハイキング
◆メンバー 中嶋大介・勢津子
◆コースタイム 行動時間 4 時間
◆天候 晴れ / くもり

大倉山
●林道に車を止めて歩いたが登山口まで入れるようになっ
ていた。1100 Ｍ辺りから残雪の上を歩きツボ足で斜面の凍
結もなく山頂に着く。下山するＫＨＣと入れ替わりに展望
を楽しみ陽が陰ってきたのを機に下山した。この季節の大
倉山は最高！（盛田）

倉ヶ岳
●勢津子さん登山靴とアイゼンにて登る練習。半年ぶりの
外岩。恐怖の連続（中嶋ダ）

◆山行月日 2013 年 5 月 4 日
◆山行形態 岩トレ
◆メンバー 中嶋大介・勢津子
◆コースタイム 3 時間
◆天候 くもり

◆山行月日 2013 年 5 月５日
◆山行形態 残雪
◆メンバー 4 名
◆コースタイム 林 道 出 会 Ｐ 7:30 ～ 登 山 口 8:00 ～ 大 倉 山

11:00 ～ 12:00 ～登山口 13:30
◆天候 晴れ

前穂北尾根
●アルパインクライミングの表紙が残雪期の前穂北尾根！　
いつか行って見たいと思って眺めていたがそのチャンスが
訪れる。

◆ 5/6（金沢 5:30　あかんだな　上高地 10:15　横尾 13:25　
涸沢小屋 16:15）初日は涸沢小屋までなのでゆっくりスター
トです。GW 最終日、上高地周辺は人でいっぱい。また下
山してくる人達にも沢山あう。横尾あたりから雪上歩き夏
道と違い谷沿いのトレースをたどる。天候が崩れはじめ雨
から雪に変わり風も出てくる。涸沢ヒュッテの泊りはほん
の数名、このまわりを散策する人ばかりで北尾根を行く人
は誰もいないようです。

◆ 5/7（小屋 5:15　ⅤⅥコル 6:30　頂上 12:20　岳沢 14:15　
上高地 16:25）夜通し吹いていた風が気になったが外に出
ると天候は良い。雪面が凍っていてアイゼンがよく効いて
キュッキュの音が気持ち良い。ⅤⅥに向けての急斜面を登
るがまだ陽が当たらず寒い。展望は最高だがコルに立った
とたん強風のお出迎え！テント用のブロックが残っていて
その中に駆け込む。雪陵から岩陵とのミックスになるが雪
の量は本と違い多い！！稜線も夏だったら何でもないよう
な所も雪が付くとこんなに急登で立っているのに驚きで
す。それに両側がスッパリ切れ落ちていて最初からロープ
を出し緊張の連続です。そして圧巻のⅢ峰、最終ピッチは
かぶり気味で左上する所が大変、岩についた雪が凍ってい
てグローブが滑る。足元のホールドも悪くバランスが上手
くとれない。四苦八苦してやっとやっと登る。常に右から
の強風で体が冷え、岩陰に隠れて休憩しても震えが止まら
ない。

　頑張るしかない。行くしかない的な気持ちで自分を集中
させる。夏だったらⅡ峰の懸垂箇所、ロープを使わず側面
から回り込み後ろ向きに降りる。ここも怖かった。やっと
頂上に着くが感動とか展望の良さも二の次、とにかく寒い。
少しでも風の当たらない所を探し頂上を通過、少し下がっ
た所でやっと休憩をする。下降ルートの奥明神沢の上部は
急な傾斜でこれまた怖いが慎重に一歩ずつ確実に踏みしめ
て降りる。岳沢小屋に着きハーネス、アイゼンピッケルを
はずすと「やっと終わった」と心から寛げ安堵の時間が訪
れました。あとは穏やかな春の上高地に向けて歩くだけで
した。私的にはとても厳しい山行で友人に甘えずっとトッ
プをして貰いました。「身の程を知れ」だったのかも知れま
せんが今となっては良い？思い出です。（中嶋セ）

◆山行月日 2013 年 5 月 6 日～ 7 日
◆山行形態 バリエーション
◆メンバー 中嶋勢津子、他
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乗鞍岳
●遮るもののない山頂からの展望を楽しむ。この季節高所
までバスで行けるのは軟弱者にとっては有難い。山頂で
は強風で腰を下ろす事も出来ず少し下ったところで休憩し
た。やはりスキーヤーが多かった。（盛田）

◆山行月日 2013 年 5 月 6 日
◆山行形態 雪山登山
◆メンバー 盛田、他 4 人 
◆コースタイム 金沢 4:30 ～センターＰ 7:30（バス）～位ヶ

原山荘 8:10 ～ 20 ～山頂 11:10 ～ 12:00 ～
山荘 13:00 ～ 13:30（バス）～Ｐ 14:10 ～
17:00 着

◆天候 快晴

富士写が岳～火燈山
●風もなくフエーン現象で暑い 1 日だった。富士写が岳か
らの尾根歩きは随分歩き易い道になっており膝に優しい。
この時期にしては出会う人も少なくシャクナゲも花数が少
ないように思えた。刈り払いの時を思い出しながらののん
びり山行だった。（盛田）

◆山行月日 2013 年 5 月 14 日
◆山行形態 花見
◆メンバー 盛田、他 1 人 
◆コースタイム 大内峠Ｐ 7:30 ～富士写が岳 9:15 ～ 35 ～

小 倉 谷 山 11:10 ～ 30 ～ 火 燈 山 11:50 ～
12:30 ～登山口 13:30（Ｐまで 5 分）

◆天候 晴れ

倉ヶ岳
●前日あまり登れなかったので確認の意味で岩トレした。
（中嶋ダ）

◆山行月日 2013 年 5 月 19 日
◆山行形態 岩トレ
◆メンバー 中嶋大介・勢津子
◆コースタイム 3 時間
◆天候 くもり

鳴谷山
●登山口まで何とか車で入ることができた。後で聞いた話
では今日道路整備が完了したとのことだった。新緑とシャ
クナゲ、残雪多いモチが壁辺りではリュウキンカ、水芭蕉
が咲き始めており目を楽しませてくれた。山頂では他会の
メンバーと記念撮影したり三角点まで行ったり間近に迫る
白山を飽きずに眺め、桑島総湯でさっぱりして帰った。

（盛田）

◆山行月日 2013 年 5 月 22 日
◆山行形態 花見
◆メンバー 盛田、他 1 人 
◆コースタイム 登 山 口 7:40 ～ 尾 根 分 岐 9:10 ～ 鳴 谷 山

11:00 ～ 12:25 ～登山口 14:30
◆天候 晴れ

霧島山・韓国岳、開聞岳
●霧島山・韓国岳（1700 ｍ）、開聞岳（924m）。4 月に続
き 2 回目の九州・日本百名山で、今回は大阪毎日新聞社団
体ツアーに参加した。

　1 日目はえびの高原から霧島山の最高峰である韓国岳に
登った。硫黄山側の登山口からは斜面一帯に自生するピン
ク色のｷﾘｼﾏﾂﾂｼﾞが満開であった。山頂に着くと韓国岳の火
口内部の大きさに圧倒され、また、活火山の新燃岳や遠く
高千穂の眺望が素晴らしった。下山は大浪池を巡回、途中
の登山道脇にはミヤマキリシマツツジがちょうど見ごろで
した。

　2 日目は薩摩半島の南端に位置する開聞岳に登った。別
名「薩摩富士」と呼ばれ、海にせり出し富士山のように立
派な山である。登山口から山頂まで時計回りに 1 周しなが
ら登るので、登るにつれ方向が変わり景色の変化が面白い。
1000m に満たない低山とはいえ、8 合目過ぎた辺りから岩
場が続き慎重に登った。山頂は岩場で余り広くはないが独
立峰なので、さえぎるものは無く展望は最高でした。

　2 日間とも晴天に恵まれたが、桜島の火山灰や中国から
の黄砂の影響なのか山頂からの眺めは少し霞んで見えたの
が残念だった。（藤木）

◆山行月日 2013 年 5 月 23 日（木）～ 26 日（日）
◆山行形態 個人山行
◆メンバー 藤木
◆コースタイム ● 5 月 23 日（木）

自宅（白山市）＝（バス・電車）＝大阪南港
18:45 ～（宮崎カーフェリー、船泊）～
● 5 月 24 日（金）晴れ
～ 8:40 宮 崎 港 9:00 ＝ え び の 高 原
10:40 → 11:22 5 合目 11:32 → 12:00 韓国
岳山頂 12:35 →
13:10 韓国岳避難小屋 13:20 →大浪池避難小
屋 13:58 ～ 14:37 大浪池登山口 15:00 ＝
＝ 17:10 指宿温泉（泊）
● 5 月 25 日（土）晴れ
指宿温泉 7:35 ＝ 8:10 開聞岳ふれあい公園
8:30 → 5 合目 9:26 →仙人洞 10:16 →
11:01 開 聞 岳 山 頂 11:35 → 5 合 目
12:50 → 13:45 開聞岳ふれあい公園 14:20
＝宮崎港 19:00 ～（宮崎カーフェリー、船泊）
～
● 5 月 26 日（日）
～ 7:30 大阪南港＝（電車）＝自宅

八ヶ岳（赤岳）
●初めての八ヶ岳でしたが、東京住まいのＮさんは 5-6 回
位来たことあるのでＮさんに計画をお任せ。（Menu も完全
にお任せ）

　諏訪 IC で集合。東京からの bus は少し遅れて来る。最後
の買出しして登山口へ。最後の林道の運転はとても怖い。
赤岳山荘を 12:20 出発。一番熱い時間帯。北沢の川沿いの
道を歩く。2 時間程度で赤岳鉱泉に着いて、ゴミの量に驚く。
北 Alps とは違うね！

　テントを設置して、普通だったらそこから一杯飲んでご
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飯の用意をするのですが 12 時登山開始で半分が林道でし
たので二人ともちょっと物足りなくて、Piston で赤岳を狙
うことにする。小屋のお兄さんに確認を取ったらアイゼン
は不要ということで軽装で attack 開始。地蔵尾根経由赤岳
に 17:15 に登頂。文三郎道を下って、残雪のおかげで下山
は少し早くなる。テント場に 19 時に到着。早速ご飯と一杯。
昼間は熱かったものの、夜はやっぱり冷える。ちょっと重
たいけど冬用寝袋持って来て良かった！

　ぐっすり寝る。Ｎさんは 4 時に起きるので一緒に起き
て、朝食後に 5:30 出発。今度は硫黄岳の方へ。長い登り…
8:00 にやっと登頂。展望がよくて中央 Alps をきれいに見れ
る。後は地蔵の頭まで鎖と梯子だらけの尾根を楽しむ。前
日登ってた地蔵尾根を下る。また残雪で遊ぶ。テント場に
10:45 に戻る。Ｎさんは昼食の用意してくれる間に私はテ
ントを片付けます（逆 pattern ！（笑））後は赤岳山荘に戻
るだけ。（ジョアンナ）

◆山行月日 2013 年 5 月 25 日（木）～ 26 日（日）
◆山行形態 登山
◆メンバー 恕安奈＋一般 1 名
◆コースタイム ● 25 日

赤岳山荘駐車場 12:15 ～北沢～ 14:00 赤岳
鉱泉 14:30 ～ 15:00 行者小屋～地蔵尾根～
17:15 赤岳
山頂 17:30 ～文三郎道～ 18:30 行者小屋～
19:00 赤岳鉱泉
● 26 日
赤岳鉱泉 5:30 ～ 8:00 硫黄岳～ 8:45 横岳
～ 9:20 地蔵の頭 9:30 ～ 10:15 行者小屋～
10:45 赤岳
鉱泉 12:15 ～北沢～ 13:30 赤岳山荘

◆天候 曇り

倉ヶ岳
●今回は新人さんも参加されるので外岩の注意点を説明し
システム的な事は省略。岩登りを体験していただきました。
それで興味をもたれる方がいれば定期的に練習する事とし
ます。（中嶋ダ）

●中嶋さん夫妻＆安藤さんご指導の元、クライミング練習
をしてきました。外の岩場は人生初。トップロープで 3 本
登りました、緊張感があって楽しかったです。雪上訓練で
田中さんに教えて頂いた懸垂下降を実践できたことも嬉し
かったです。どういった場面で必要になるか学べました。
やはり皆さんお上手。入会された松田さんも難なく登って
いて、センスの良さを感じました。クライミングのステッ
プアップ講習会にも参加されるそうです。意欲十分、そし
て楽しんでいらしたので何よりでした（＾＾（小石）

●新人さんも入られて、クライミングに興味をもってもら
えればと倉ヶ岳で朝練。やっぱり岩は登ってナンボ。時間
は短いですが皆さん楽しく登ってくれてかな。システム的
な練習もこれから定期的にやりたい。（安藤）

◆山行月日 2013 年 5 月 25 日
◆山行形態 岩トレ
◆メンバー 安藤、能谷、菊、松田、小石、中嶋大介、中

嶋勢津子
◆コースタイム 3 時間
◆天候 くもり

チブリ尾根
●白山里さん主催のチブリ尾根散策で新緑を楽しんできま
した。  解説員さんのお話を聞いて、白山の自然について
理解を深めたいと思い参加しました。 このような募集に参
加するのは初めての経験でした。朝 9 時集合。市ノ瀬はい
しかわ自然学校の催しでにぎわっていました。尊敬する樹
木医の先生も別企画のガイドさんとして参加されていまし
た。次はこちらの企画にも参加してみたい！

　チブリ散策の参加者は 28 名、元気な老若男女が集まり
ました。準備体操をしていざ出発。解説員さんに草花につ
いて教わりながら歩きます。登山道へ入るとそこは巨木の
生い茂る原生林。ここは日本有数のブナ林でもあります。
のんびりと美しい木漏れ日の中を歩きました。今年はブナ
の雄花が多く落ちているため、秋にはブナの実の豊作が期
待できるそうです。

　上の水場へ到着し、皆で昼食。解説員の方に色々なお話
を伺います。若い解説員を募集していると知り、心が動き
ます。。 お昼の後は展望台まで登って白山を眺めました。4
月に登ったときは一面雪と氷の世界だった白山もすっかり
様変わり。かなり雪解けは進んでいました。

　帰り道の水場で、大判焼きと湧水で淹れた抹茶が振舞わ
れました。とても贅沢な気分です。普段と違った山の楽し
み方ができ、嬉しく感じました。 しばらく歩いて無事下山。
市ノ瀬に到着した皆さんの顔は晴れやかでした。  素敵な機
会に恵まれました。白山里さんと自然解説員の方々ありが
とうございました。（小石）

◆山行月日 2013 年 5 月 26 日
◆山行形態 新緑山行
◆メンバー 小石、他
◆コースタイム 市ノ瀬～チブリ散策（9:00 ～ 15:00）
◆天候 晴れ

信州クライミング
●今回は初遠征でした。大の苦手のクライミング克服。メ
ンバーは、信州やまたみ山岳ガイドさん 3 名、他 3 名と私
の計 7 名。何故か○○会と言います。

　1 日目は松本市郊外の大岩。垂直壁で先制パンチ。テン
ション多々で、大汗かきながらやっと登りました。塩尻の
ガイドさん宅へ泊まって、翌日は美ヶ原山頂を踏んでから
直下の大文字岩。目の前には美ヶ原トレイル、眼下に唐松
林と牧場。ホルスタインが豆粒のように放牧されるなど、
ロケーションは抜群でした。マルチピッチの練習はなかっ
たですが、手足をのせるためのホールドを探す目が少しは
養われたでしょうか。

　長いお付き合いの気心知れた方々。二日も丸々一緒にい
て、岩三昧したのは初めて。技術習得は勿論、ワイワイと
岩の感触を楽しむことができました。最後は強烈な食べ物
も・・・。(^-^;　今回も大変お世話になりました。（河崎）

◆山行月日 2013 年 5 月 25 日～ 26 日
◆山行形態 クライミング
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◆山行月日 2013 年 6 月 16 日
◆山行形態 登山道整備
◆メンバー 米林、安藤、中嶋勢、谷口、藤木、河崎、形屋、

小石、松田、他 3 名
◆コースタイム 市ノ瀬 6:00 ～猿が壁堰堤～チブリ小屋～御

舎利山～ 12:15 別山～御舎利山～チブリ小屋
～ 16:10 猿が壁堰堤～ 17:00 市ノ瀬

◆天候 小雨のち晴れ

別山・チブリ尾根
●昨年に続き 2 回目の参加、雨上がりで新緑のブナ林が素
晴らしい。避難小屋から先の登山道は残雪が多かったため、
それほど草刈りせず楽に御舎利山に登れた。昨年は疲労困
憊でここまでで断念したが、今年はリベンジで別山まで登
ることができ感激。山頂からの雲海の眺めは最高でした。 
（藤木）

●久しぶりの山行。体力なくチブリの小屋まででしたが、
静かな樹林帯歩きでリフレッシュできました。（米林）

●恒例の整備登山。今回は 12 名と大人数でワイワイとし
た山行でした。整備個所は例年通りチブリ小屋の上だが、
今年は雪が多く倒木や笹はほとんど雪の下。それでも登山
道両脇の笹を刈って道を整備する。御舎利山に登ると下に
雲海が広がって素晴らしい景色。白山もばっちり。下山は
繋がっている雪を利用して靴スキーを楽しんだ。（安藤）

▲会山行   Party

20136月
   

▲個人山行   Personal

白山
●この時期別当まで入れるようになると待っていたように
駐車場が一杯になる。ツボ足で出発する。下山中のジョア
ンナ達に出会い挨拶をした後高校総体の団体に出会い、ザ
イルで確保しながら通過するのを待つ。元気な声で挨拶し
てくれるとこちらも元気が湧いてくる。

室堂の鳥居は雪に埋もれてくぐれず山頂に向かうとまたま
た下山中のＮＳさんに会う。下山は咲き始めた花を見るた
めに観光新道に向かい馬の背まで雪上を歩き、更地になっ
ている小屋後から鞍部まで雪を拾って滑り降りた。夏道を

◆山行月日 2013 年 6 月 1 日
◆山行形態 残雪
◆メンバー 盛田
◆コースタイム 別当出会 7:10 ～甚之助小屋 9:00 ～黒ボコ

10:00 ～室堂 10:30 ～ 40 ～山頂 11:30 ～
12:10 ～殿が池 13:00 ～新道分岐 13:45 ～
別当 14:40

◆天候 晴れのち曇り

歩くより楽で楽しい。新道分岐から下は残雪があり慎重に
降った。ミネサクラ、イワカガミ、タムシバ、ムシカリ、
ニリンソウ、シナノキンバイ。（盛田）

白山
●平日の休日、静かな山に登りたいと思い砂防新道から白
山へ。  御前峰だけだと寂しいので剣ヶ峰と大汝も登ろうと
意気込む。

【別当出合～御前峰】 3 時に別当出合を出発。綺麗な三日月
を見上げながら進む。中飯場と甚之助小屋の中間地点あた
りから雪が出てくる。甚之助小屋に到着、夜が明けてきた。
別山や大長山の朝焼けが綺麗。  小休止後、アイゼンを着け
て出発。急坂はカチカチ、ガシガシ登る。  十二曲がりはか
なり夏道が出ていた。延命水を飲んでパワーアップ！  陽が
出たので弥陀ヶ原でアイゼンを片付けてスピードアップ！  
御前峰には 3 時間で到着。北アルプス～乗鞍～御嶽が美し
い。

【御前峰～剣ヶ峰】 お池巡り夏道沿いに降りる。油ヶ池は一
部水面が見える。 あたりの雪の上には剣ヶ峰からの落石が
ゴロゴロ。  落石に気をつけながら初めて登頂、山頂には標
識とケルンがあった。

【剣ヶ峰～大汝峰～室堂】  翠ヶ池は一部水面が出ており、近
づいてみると薄く氷が張っていた。  夏道沿いに大汝へ登る。
北側へ進み地獄谷、火の御子峰を見下ろす。迫力満点。 ゆっ
くり食事をして下山開始。大汝はグリセードで滑って降り
る。そのまま室堂へ。

【室堂～別当出合】  室堂平でテレマーカー＆ボーダーさんに
出会う。楽しそうに滑っていてうらやましい。  負けじ ( ？ )
と甚之助小屋まで足スキーで滑って降りた。  中飯場へ向
けて歩いていると、熱心に何かを撮っている方が。よく見
ると先週も偶然お会いした樹木医の先生で驚く（笑）今日
はタカネザクラの植生調査にいらして、その写真を撮って
いたそうだ。  日本で一番遅くに咲く桜だそう…勉強になり
ます。何かのご縁、是非また一緒に山に登りましょう。 11
時過ぎに別当出合に到着。ビジターセンターではツバメが
巣作りを頑張っていました。  温泉に入って帰宅、充実した
一日でした。（小石）

◆山行月日 2013 年 6 月 3 日
◆山行形態 残雪
◆メンバー 小石
◆コースタイム 別当出合 (3:02)- 甚之助避難小屋 (4:18)-

5:41( 室堂 )-6:09( 御前峰 ) - 剣ヶ峰 (6:52)-
大 汝 峰 (7:48)- 室 堂 -(8:50)- 別 当 出 合
(11:13)

取立山で熊と出会う
●早朝からパラパラと小雨の
中、朝 7 時に出かける、谷峠
を過ぎ 157 号線から山道に入
り、キャンプ場を過ぎデコボ
コ道をゆっくり、しばらく走
ると車の前を黒いものが横切
る、左から右へ道を横切り、
走って行く、熊、クマ、くま。
驚き、びっくりで、何ナニと
言葉が出てこない。駐車場の
入り口で料金を払う時、クマ
を見ましたよと驚きの事を話すと、おじさんあまり驚くこ
となく涼しい (―_―)!!　

　車をとめて準備をしていると舞鶴から来た 2 人ずれにク
マの話をすると奥さん鈴を持っていないと心配顔、コツブ
リ山周りで大滝を見て後から行きますとのことで、歩き始
める。大滝手前は荒れて大石がゴロゴロの急登、尾根にで
ると緩やかな登り道。雨もすでに止みましたが、すごい霧
で白山も見えず残念、咲いている水芭蕉の周りを一周して
避難小屋で小休止、やはり霧で見えないこつぶり山を過ぎ、
三角点のある取立山へ、白山、荒島岳、経ヶ岳など山々は
ガスで見えない山頂でお昼を済ませ、下山は 1 時間程で登
山口へ、駐車場は約 10 台ほど車があり人気の山なのでしょ
う。（佐々木）

◆山行月日 2013 年 6 月 7 日
◆山行形態 ハイキング
◆メンバー 佐々木、他 2 名
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聖岳～光岳
●形屋さんと初めての南アルプスを楽しんできました。と
ても山深く、雰囲気も良かったです。間近で見る聖岳は迫
力があり見事でした。土曜は夕方まで歩き通して光小屋で
一泊。翌朝は御来光に元気を貰って帰ってきました。それ
にしても形屋さんの行動力には驚かされます。。！大自然の
中を思う存分歩く事ができました。私は…久々に筋肉痛に
なりました。（小石）

◆山行月日 2013 年 6 月 8 日～ 9 日
◆山行形態 縦走
◆メンバー 形屋、小石
◆コースタイム ●6/8　易老渡3:57～苔平6:59～薊畑7:44

～聖岳 9:08 ～ 9:21 上河内の肩 12:12 ～茶
臼岳 13:21 ～易老岳 14:46 ～光岳 16:53
● 6/9　光小屋 5:07 ～易老岳 6:23 ～面平
7:17 ～易老渡 7:40

◆天候 晴れ

鳴谷山
●水芭蕉と白山の展望を楽しみたく「白山手取川ジオパー
ク実感ツアー」に参加した。水芭蕉はシーズン終わりでど
うかと思いましたが、それでもまだ沢山咲いていました。
山頂からの白山は雲に覆われ残念！！　白峰地区の方が案
内してくれ、地元の昔話をいろいろと聞きながらのんびり
とした山行で楽しかった。（藤木）

◆山行月日 2013 年 6 月 8 日
◆山行形態 個人山行（ツアー参加）
◆メンバー 藤木
◆コースタイム 桑 島 公 民 館 8:40 ＝ 登 山 口 9:20 ～ 鎧 壁

10:35 ～ 12:30 鳴 谷 山 頂 上 13:30 ～ 鎧 壁
15:00 ～ 15:50 登山口＝ 16:20 桑島公民館

◆天候 晴れ

奥医王山（ベルクバハト救助訓練）
●ＫＨＣ主管で講師が笹原（小松ブルーベル）他一次隊で
構成され、1/3　1/5 システム引上げ技術習得とザック搬送
を班分けして作業訓練した。山道での搬送は足元の悪い所
で自身の 2 次被害に注意が必要。（中嶋ダ）

●金沢ハイキング主管でベルクバハトの救助訓練を医王山
で実施。奥医王山頂のちょっと先。登山道を外れた沢で引
き上げシステムの練習とザック搬送の練習。いろいろな講
習で練習しているがやっぱり忘れていたりしているので、
こういった練習は年一回以上はした方が良いと思う。そん
な意味では貴重な機会と思う。（安藤）

●当日は快晴。隊員、見学者を含め 40 名の方々が集まり
ました。夕霧峠から奥医王に入り、少し降った斜面を利用
し、足を負傷した要救助者を 1/3 で引き上げ、ピックアッ
プできる奥医王までｻﾞｯｸ搬送するという一連の流れをしま

した。その後、鮎川さん、笹原さん、浅瀬さんのリーダー
のもと 3 班に別れ練習しました。支点の作り方、ロープの
結び方、引き上げ方法、一つ一つとても丁寧にご指導した
だきました。休憩後、奥医王から皆さんで交代しながらｻﾞ
ｯｸ搬送をしましました。

　今回はﾍﾞﾙｸﾊﾞﾊﾄの救助訓練でしたが、会に持ち帰り皆さ
んと一緒に練習をしたいと思いました。会山行は月に一度
はあるので、その時に必ず 1/2 又は 1/3 の引き上げをして
みるといった練習を取り入れたいと思いました。（個人的な
意見です）休憩時や終了時には、他の会の皆さんとお話す
る機会があり楽しい時間を過ごすことが出来ました。（菊）

◆山行月日 2013 年 6 月 9 日
◆山行形態 ベルクバハト救助訓練
◆メンバー 中嶋ダ、中嶋セ、菊、安藤　他

焼岳
●週末は菊さんと焼岳へ行ってきました。晴れる事を期待
しましたが、雨も降りパッとしない天気でした。ただ登山
道は歩きやすく、なかなか良い雰囲気です。山頂付近は火
山ガスが噴出する岩場で、辺りは硫黄の香りに包まれてい
ました。雨で冷えた分、下山後の温泉は最高でした。また
晴れた日に登ってみたいと思います。（小石）

◆山行月日 2013 年 6 月 22 日
◆メンバー 小石、菊
◆コースタイム 登山口 (6:06)- 焼岳小屋 (8:30-9:28)- 山頂 

北峰 (10:35)- 登山口 (12:40)

船岡山スポーツセンター 
（ロープワーク）

●田中さんのロープワーク講習会に参加しました。学ぶこ
とが多く、頭はフル回転でした。田中さん、安藤さんご指
導ありがとうございました。技術をものにできるよう、ま
ず道具を揃えて練習します。（小石）

●田中さん主催でロープワーク講習。基礎の結び方から教
えてもらい復習できました。やっぱりこんな機会があれば
参加して技術の確認大事だと思います。（安藤）

◆山行月日 2013 年 6 月 23 日
◆山行形態 ロープワーク講習
◆メンバー 田中、安藤、小石

白山釈迦岳
●恒例のオオサクラソウを見に出かけた。1800 Ｍ辺りから
残雪あり水場辺りはハクサンチドリの群生と水芭蕉が咲き
始めていた。水場から上は期待していたように花盛りでお
目当てのオオサクラソウの群生もみる事が出来て来た甲斐
があったと貸切の花見を存分に楽しんだ。（盛田）

◆山行月日 2013 年 6 月 25 日
◆山行形態 花見
◆メンバー 盛田、他 2 人 
◆コースタイム 市ノ瀬 6:00 ～登山口 7:00 ～前峰 9:10 ～水

場 10:00 ～お花畑 11:00 ～ 30 前峰 12:40
～市ノ瀬 15:00

◆天候 晴れ
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ステップアップ講習会（岩トレ）
●県連主催の講習会に参加した。他会との交流が出来て新
鮮でした。班分けで私のところの講師が笹原（小松ブルー
ベル）で丁寧な説明でわかりやすかった。（中嶋ダ）

◆山行月日 2013 年　6 月 29 日～ 30 日
◆山行形態 人口岩トレ
◆メンバー 中嶋、　他
◆天候 くもり / 晴れ

白山
●山開きの前日で駐車場は満車で停めるのに手間取り、横
にいたＴＶの取材班と同時に出発できた。ガスのかかる甚
之助上でＴ氏に出会。足の速い人は違うわと感心しながら
室堂に向かう。山頂からの展望は望めないので平瀬道の雪
渓の上で休後展望歩道分岐まで戻り、ガスの中アイゼンを
付けて南竜の小屋に向かって雪渓を降った。南竜の橋付近
は残雪多く雪の壁にステップが切られていた。明日の山開
きを楽しむ沢山の登山者や知人に出会った。（盛田）

◆山行月日 2013 年 6 月 30 日
◆山行形態 登山
◆メンバー 盛田
◆コースタイム 別当 7:45 ～甚之助 9:20 ～室堂 11:00 ～南

竜 12:40 ～甚之助 13:30 ～別当 14:50
◆天候 晴れ

◆山行月日 2013 年 7 月 7 日
◆山行形態 会間交流登山（沢登）
◆メンバー ジョアンナ、他労山会員
◆コースタイム 明王谷スタート 8:30 ～ 10:00 三ノ滝 11:30

～林道～ 12:00 奥の深谷スタート～ 2:30 終
点 15:00 ～ 16:30 駐車場

◆天候 晴れ

比良山系・安曇川支流
明王谷・奥の深谷
●ガイド付きの沢登り

　フウロから一人で会間交流沢登りに参加。中級は 10 人
でしたので二つの班に分けて、私は小松のノルベルトさん
と同じ C 班にしていただきます。後はめっこの崎田さん、
北さんと小松の前津さん。

　明王谷からノルベルトさんは先頭で歩くのでいいペース
で進む。ちょっと危ない所にすぐにロープを出してくれる
ので安心。濡れると思って準備してあったので思いっきり
涼しい沢に入って泳いで沢を楽しむ。三ノ滝に着くと、滝
下の水が多くて、それに滝も十分の水量で渡るのは難しそ
う…ノルベルトさんは平気で向こうまで泳いで、ロープを
出してくれる。ロープで引っ張られても水流が強くて渡る
のはとても怖い。これぞ沢登り！ 3 人目のキタさんも無
事に渡って来て、4 人目のマエヅさんは安全のためにカラ
ビナで自分をロープに固定すると…途中で引っかかって固
まって動かなくなる！それにヘルメットは目の前に下がっ
て…危険を感じてノルベルトさんは助けに行く。カッコイ
イ！救助が出来ましたが、メガネを落してしまった。

　滝をゆっくり登る若者パーティーが居たのでしばらく待
つと B 班がやってくる。ノルベルトさんはまたロープを出
して皆を引っ張る。全員が渡ってから皆で滝を登ることに
なる。ノルベルトさんはすらすら登って上から皆をビレイ
してくれる。ノルベルトさんすごいなぁ…すべすべの滝は
とても怖いけれど、安全第一で登る。滝上に全員が着くの
は 11:30 頃。このまま進むより、林道で少し歩いて奥の深
谷を全部登った方がいいと判断し、林道まで登ってそこで
昼休憩。前津さんはメガネ無い状態で危ないので車に戻る
ことにする。

　4 人で奥の深谷を登り始める。ノルベルトはまた先頭で
歩くのでとてもいいペース。話すると彼は 42 歳と！すご
く元気な方ですのでちょっとびっくり…1 ｍ 98 なのでクラ

▲会間交流山行   Party

20137月
   

イミングはとても上手！そしてすごい体力！ちょっと危な
い所に彼はすらすら登って、上からロープを出さずに手で
私を引っ張ったりする！もっと話すると彼は昔ヨーロッパ
アルプスでガイドしていた経験がある。さすが！あの気配
りはヨーロッパアルプスガイドらしいね！奥の深谷は人気
ルートで、次々遅いグループに追いつくけれどノルベルト
さんのおかけで追い越していいタイムで上まで登ります。
しばらく B 班を待って、皆で下る。

　下界は暑い！一日沢で過ごしてよかった！そして、また
沢行きたい。（ジョアンナ）

天狗原山・金山
●悩ましい天気予報で迷ったものの決行することになり出
発。登山口で前泊の小松ブルーベルの 3 名と合流するも、
そのお陰で登山口前の狭い路肩に無事に停めることが出来
た。自己紹介の後九十九折りの登山道に入り小一時間で水
場に到着し美味しい水を補給する。此処から天狗原山まで
はガレ場、沢道、尾根道と変化にとんだ登山道が続きお花
畑もあり期待が膨らむ。天狗原山ではようやく咲き始めた
花を愛でながら小休憩、残念ながら山々は雲の中。金山へ
は残雪の上を慎重に歩き花には早すぎた様子、それでも沢
筋にはシラネアオイが咲き気持ちを和ませてくれた。金山
からも展望は得られず記念撮影をして登山道脇に腰を下ろ
し休憩する。天気が良ければ焼山、火打が目前に見えるの
に残念！途中小雨がぱらつくも雨具を着るほどの事も無く
下山し現地解散となる。混雑のため内湯入浴が出来ず、露
天風呂に入り帰る。（盛田）
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▲個人山行   Personal

御在所岳
●早朝に駐車場に着くがほぼ満車、さっさと支度して登山
道を行く。前尾根はチョー人気でもうクライマーが取り付
いていた、一の壁は僕らが 2 番手。小石君初本岩なのでと
りあえず入門ルートから…サックと登ったので次は IV 級

◆山行月日 2013 年 7 月 28 日
◆山行形態 会間交流登山
◆メンバー ｋｈｃ 9 名　白山フウロ 2 名　めっこ 1 名　

チャムラン 1 名　ブルーベル 3 名
◆コースタイム 金沢 4:10 ～登山口 7:00 ～水場 8:00 ～天狗

原山 10:30 ～金山 11:40 ～ 12:30 ～天狗原
山 13:45 ～水場 15:00 ～登山口 15:45 ～金
沢 19:30

◆天候 曇り

ルート。しかし途中でクラックから水が染み出し進退窮ま
り敗退、スリングの残置もったいないのでとっておきの結
び方で懸垂し補助ロープも回収！物足りないので VI 級の一
の壁卒業ルートをビレイしてもらう。なかなか厳しいルー
トで苦労して終了点に着き今度は小石君のトライ、2 度ほ
ど墜落したが登ってきた。敗退引きおろしを覚悟していた
が VI 級を制覇した。今日は満足でした。（形屋）

●御在所岳の駐車場は夜明けなのにほぼ満席。早く到着し
て大正解。人気な山だけあります。登山道の河原には花崗
岩がゴロゴロ、雰囲気が違います。朝でも蒸し暑く、一の
壁へのアプローチで一苦労しました。雨が降ったのか、一
の壁は濡れている場所も見て取れます。足慣らしに簡単な
ルートのトップロープを張ってもらいチャレンジ。ドキド
キしながら攀じ登り、恐る恐る懸垂下降。楽しい。その後
形屋さんがⅥ級に挑戦。見ていた方が話しかけてきた。

　「あそこ登れたら国内のクラシックルートはどこでも登
れるよ。核心がやらしいから私はよう行かないけど、ワハ
ハ！」お話しを聞いて驚く。それでも形屋さんはスイスイ
登ってしまった。スゴい。続いて私も挑戦。やはり核心は
手も足も悪く、バランスを崩し 2 度もずり落ちる始末。何
とか切り抜け登りきるも、足がミシンを踏んでいました。
難しいルートに挑戦し、バランスの取り方がいかに難しい
か、大切か良く分かりました。室内壁では養えない感覚だ
と思います。数本登り、満足して切り上げてきました。ま
た経験を積んでチャレンジしたいです。（小石）

◆山行月日 2013 年 7 月 7 日
◆山行形態 岩登り
◆メンバー 形屋、小石

白山（釈迦新道～白山禅定道）
●午前中は曇り。釈迦前峰から室堂にいくまではガスガス
でとても寒く、雨具をきました。釈迦新道はお花の宝庫。
この時期ニッコウキスゲは斜面一面、登山道脇にはハクサ
ンチドリやシナノキンバイが目だって咲いていました。オ
オサクラソウやキヌガサソウ、グンナイフウロ、クロユリ
も咲いていました。水芭蕉や、ハクサンイチゲ、リュウキ
ンカもまだまだ咲いていました。他に名前の知らない花が
たくさんですよ。ガスガスで視界はまったくありませんで

したが、可愛いお花たちに出会えて本当に楽しかったです
♪七倉の辻や、大汝峰から室堂にいく途中、ところどころ
残雪があり、ホワイトアウト。コンパスを合わせないとまっ
たく方向がわからない状態でした。

　室堂に到着したころからガスがきれ青空も見え天気は回
復し晴天。白山禅定道からの展望は本当に素晴らしいもの
でした。しかし暑いあつい。。。。。白山全体的にどこを歩い
ても可愛いお花に出会うことができますが、この時期の釈
迦新道は本当に見事です。また皆さんも歩いてみてくださ
いね♪（菊）

◆山行月日 2013 年 7 月 11 日
◆山行形態 周回登山
◆メンバー 菊
◆コースタイム 釈迦新道登山口（4.45）林道歩き→釈迦新

道登山口（5.40）→水場（6.25）→釈迦前
峰（7.40） → 七 倉 の 辻（9.30-45） → 大 汝
峰（10.30-10.45） → 室 堂（11.20-11.35）
→殿が池避難小屋（12.15-13.00）→分岐

（13.30）→登山口（15.30）
◆天候 晴れ

平が岳　2141 ｍ
●日本百名山を意識し登り始めて 10 数年ここが本州最後
の山となった。鷹巣登山口から 10 時間 30 分。よほどの健
脚で無いと日帰りは出来ない。自分の体力からすると幕営
にも重荷を担ぐ余裕もない。ならば皇太子ルートで行くし
かない。梅雨明け後の、この日予約し銀山平温泉の民宿に
泊まるとマイクロバスで登山口まで往復送迎してくれる。
近年このコースが定番になっていて多くの登山客が利用し
ている。当日予報に反して天気が悪い。それでも満員の登
山客でバス 2 台とワゴン車 1 台で出発。尾瀬に抜ける国道
から私有地林道ゲートを通過。前日からの大雨で至る所土
砂崩れ、抜かるんだ道を倒れた木を伐採しながら進む。片

道 1 時間 30 分揺られながら駐車場にようやく着くも登山
道にかかる橋が増水して水没寸前との事。宿のガイドが言
うには「あとは自己責任で決めて下さい。山は逃げません。
行く方はいますか」と聞いてきた。

「えっ登るためにここまで来たんでしょう」内心思いながら
準備していると、7 人のグループが「行きます」と行って
先頭をきって行った。私たちも後に続きました。（後で解
かった事ですが 2/3 の人達が取り止めて宿に引き返したそ
うです。）橋は 1 メートル手前から水没していてジャンプし
て対岸に渡り登山開始。1 時間でブナの木のポイントに着
いた。宿弁おにぎりを口に押し込み先を急いだ。急な登り
になった辺りから雨水が滝のようになり激流になりで、水
が入らないような歩き方をしていても無理だと分かり開き
直ったのか、じゃぶじゃぶ、渡渉ありきで登った。地図で
2 時間 30 分、実際 4 時間でしたが稜線に出ると木道があり、
周りは池塘の草原、晴れていれば会津駒、越後駒、八海山
が見える事でしょう。残念です。

　雨は小雨になったりですがガスの中展望は全くダメで
す。ルーファイするも方向はわかるが登山道が何か所かあ
り偵察しながら登り返していて体力を使いました。（これも
後で解かった事で、トラバースか稜線に沿っていくかどち
らでも頂上に行けた）雪の北斜面を登り返し、稜線に沿っ
て夏道から頂上に向かった。立派な木道が見えてきたとこ
ろに分岐があり三角点、頂上に着いた。証拠写真を撮り早々
に下山開始。

　下りはさらに水嵩も増えていて沢靴を持っていれば楽し
いかもなんて思いながら急いだ。登山口近くの川に着いた。
橋がなくなっていて、激流で渡れない。途中にハーネスが
木に縛り付けてあったのを思い出し登り返すと対岸の支点
にワイヤーロープが見え一人乗りゴンドラがあった。多分
ハーネスを身に着けセルフビレイしてワイヤーロープを手
前に引きながら渡るんじゃないのか？最初に勢津子さんを
乗せロープを引いて対岸に降ろした。同じ手順で空のゴン
ドラを引き寄せ自分が乗った。体重差か水面に体が近いよ
うに感じていつ落ちるか恐怖。勢津子さんは安心したのか
笑いながらカメラを取り出している。「シャッターきるな
らロープ引けや！」状態に。半泣きで叫びながら渡り切っ
た。ホッとしていると駐車場で待機していたガイドが来て、

「さっきまでここに居たんだけど無事操作出来たんだね」な
んじゃと。さらに遅れてきた人がいて、ガイドと我々で救
助？して

　4 人で駐車場に待機のマイクロバスに乗った。バスの中
には 7 人グループで先に下山し 1 時間バスに待機していた
ようでした。我々が救助した人は先に乗っていた仲間らし
く、はぐれていたようで、「おまえら、何呑気にすわっとる
んじゃ」「おっさん遭難しかかっとる」「なんちゅう冷たい
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奴らや」と私は心の中で叫んだのでした。ともあれ約束の
下山時間には間に合ったので、めでたし、めでたし。スリ
ル満点の山行でした。（中嶋ダ）

◆山行月日 2013 年 7 月 13 日～ 14 日
◆山行形態 夏山登山
◆メンバー 中嶋大介、中嶋勢津子

鹿島槍ヶ岳（2889m）
●夜明け前出発、登山口から最初の「モミジ坂」の急登を
過ぎたるとしだいに明るくなり、木々の間から針の木岳や
蓮華岳が見えてくる。そして種池山荘手前の「ガラバ」に
差し掛かかる。今回の登山の危険個所で 3 か所急斜面の雪
渓がある。山小屋に電話で事前確認したところピッケル・
アイゼンなしでも通過出来るとのこと、いざ来てみると私
には怖く感じた。迷わずアイゼン（12 本歯）をつけ慎重に
通過する。種池山荘には予定時間通りに着く。晴れわたり
立山連邦や北アルプスが一望でき爽快。山荘をあとに爺ケ
岳へ向かう。途中、沢山の高山植物が咲き始めており写真
を撮っていると爺ヶ岳山頂近くでライチョウの親子と出会
う。人慣れしているのか全く逃げない。爺ケ岳の稜線から
は鹿島槍ヶ岳がだんだん近くに見えてくる。

　冷池山荘でゆっくりと休憩して鹿島槍ヶ岳に向かう。山
小屋からは山頂までガイドブックには上り 2 時間・下り 1
時間半とある。今日は平日とあって他の登山者が少なく静
かだ。布引山で昼食を摂っているとまた親子のライチョウ
に遭遇。鹿島槍ヶ岳山頂手前の最後の登りではさすが疲れ
て息切れするが何とか南峰頂上に着く。山頂に着くと急に
ガスがかかり視界が効かない。五竜岳方面を見ても向かい
の北峰すら見えず残念だ。こんな天気なので北峰に寄らず
そのまま写真を撮りながらのんびり下山した。夏山シーズ
ン前半の平日、今晩の宿泊者はたった 16 人と少ない。明
日は団体を含め 100 人以上の予約があるそうだ。

　翌日早朝から雨で昨日登っていてラッキーだった。帰り
の爺ケ岳の稜線では飛ばされそうな横なぶりの雨風、種池
山荘までくるとようやく風はおさまる。種池山荘から登山
口までもずっと雨が降り続くが 3 連休初日で続々と雨の中
たくさんの人が登って来た。1 日早く登り晴天でしかも登
山者が少なく正解だった。これで 100 名山もちょうど 70
座制覇したことになる。（藤木）

◆山行月日 2013 年 7 月 11 日（金）～ 13 日（日）
◆山行形態 個人山行
◆メンバー 藤木
◆コースタイム ● 7 月 11 日（木）晴れ

白山市（自宅）21:00 ～金沢西 IC ～糸魚川
IC ～白馬・道の駅（仮眠）
● 7 月 12 日（金）晴れ
白馬・道の駅→ 2:30 扇沢・柏原新道登山口
3:25 →ケルン 4:38 →一枚岩 5:29 →石畳
5:52 →ガラバ 6:40 → 7:29 種池山荘 7:45 →
爺ヶ岳南峰 8:42 →爺ヶ岳中央峰 9:12 →
赤 岩 尾 根 分 岐 10:17 → 10:34 冷 池 山 荘
11:30 →布引岳 12:56 → 14:01 鹿島槍ヶ岳
南峰 14:15 → 16:05 冷池山荘（泊）
● 7 月 13 日（土）雨
冷池山荘 6:00 →爺ヶ岳中央峰分岐 7:07 →種
池山荘 7:49 →ガラバ 8:10 →扇沢のぞき
9:05 → 10:40 扇沢・柏原新道登山口 11:00
～（大町・薬師の湯、入浴）12:10 ～糸魚川
IC ～金沢西 IC ～ 15:40 自宅

宮之浦岳
●早朝に開聞岳をサックと登り鹿児島から最終便のトッ
ピーに乗り安房に着いた、今日は野宿だ。適当な所でツエ
ルト張りごろ寝した。翌朝 3 時に起き支度して 4 時のバス
に乗り込む、ふもとの自然館でシャトルバスに乗り換える
が人でごった返していた、皆縄文杉の客らしい。200 人ほ
どいた。超満員のバスに乗り僕だけ荒川分れで途中下車、
人ごみから解放された。車道を歩きヤクスギランドから花
之江河登山口に取り付く。このルートは長いのであまり使
われないらしく僕 1 人だった。屋久島で一人静かに登山で
きると思ってなかった。原始の森の中高度を上げていく、
巨大な杉に圧倒されながらアップダウンが続く荒れた道を
行く。

　4 時間程で視界が開け花之江河に到着。ここからは稜線
歩きとなる、淀川ルートからの登山者が結構いた。南国の
直射日光は厳しく汗だく、山頂手前の最後の水場で補給し
ようとしたがヤクシカが沢を駆け上がっていったので汚く
て無理だ。残りのゼリーで我慢。急登を登り切ったら山頂
に到着、記念写真撮ったら速攻下山、宮之浦歩道を行く。
また人がいなくなり静かな山を楽しめた、高度を下げ樹林
帯に入ると直射日光から解放され快適になった。ドンドン
下り縄文杉に到着、ここも人がいない貸切でした。のんび
りした後下山開始、しばらくして下山する観光者たちがい
た、追い越し下れば下るほど人だらけになりちょっとうん
ざりした。ペースダウンしたが無事大株歩道口に到着、後
は長い線路上を走って荒川登山口に着いたら終了。満足で
した。（形屋）

◆山行月日 2013 年 7 月 15 日
◆山行形態 夏山周遊
◆メンバー 形屋
◆コースタイム 荒川分れ 5:26 ～ヤクスギランド 5:49 ～花

の江河登山口 6:19 ～花之江河 10:17 ～山頂
11:58 ～新高塚小屋 13:14 ～縄文杉 13:59
～大株歩道口 14:51 ～荒川登山口 16:31

白山
●毎年 7 月花が楽しみで白山に登る。今年は大阪で所属し
ていた山岳会仲間 2 人が案内して欲しいとやってきた。フ
ウロ 30 周年記念山行と日程が合わず 1 日遅れての個人山
行となる。砂防新道から上り登山道に咲いている花とガイ
ドブック（高山植物）を照らし合わせながら登る。室堂で
は「クロユリ」をはじめ沢山の高山植物が満開で仲間は大
満足。仲間の 1 人が今日誕生日（女性の歳は聞けないが）
と聞き、ショートケーキとろうそくを持って行きささやか
ながらお祝いした。夏山シーズン最盛期でも日曜日泊りだ
と室堂の宿泊者は少なく、一部屋をわずか 6 人だけでゆっ
たり静かに眠れる。この時期泊まるなら、土曜日以外を選
ぶべし。

　翌日は朝 3 時半起床、山頂でご来光を待つが、曇り空し
かもガスがかかり 30 分待っても仰ぐ事が出来なかった。
お池巡りコースを周遊してお花を楽しみ室堂に戻る。曇り
空でいつ雨が降るか心配しながら観光新道を下る。月曜日
で登山者は少なく、途中立ち止まってはクルマユリ・シモ
ツケソウ・イブキトラノオ等々を写真に収めゆっくり下っ
た。今回は花ガイドを見ながらの登山で、少しは花の名前
を覚える事ができた。また、毎年登る白山もメンバーが違
うと新鮮な感じがする山行でした。（藤木）

◆山行月日 2013 年 7 月 21 日（日）～ 22 日（月）
◆山行形態 個人山行
◆メンバー 藤木、　一般 2 名
◆コースタイム 登り＝砂防新道、下り＝観光新道
◆天候 1 日目　晴れ、　2 日目　曇りのち雨

富士山
●富士山は登るより周りから眺める山との思いがあり関心
がなかったが、6 月に世界遺産登録され百名山の 1 つに数
えられたことから、今回登ることにした。六合目で環境保
全目的の入山料 1000 円（任意）を払わされる。今日は仮
眠する七合目までだが、登山道は蟻の行列のように多く岩
場では渋滞でなかなか前に進めず時間がかかった。夜 11
時に出発、頂上方面を見上げるとずっと灯りが続いており
登山者の多さに圧倒される。登山ガイドの判断で本八合目
からは下山道を辿って山頂を目指すとギリギリご来光時間
に登頂できた。
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　登っている時は河口湖や山中湖方面の夜景が綺麗だった
が、山頂まで来るといつしか雲海にかわっていた。眠気と
高度の影響かきつい登りだった。ご来光を仰いだあと、お
鉢めぐりする。火口はガスがかかり何も見えず、剣ヶ峰で
は写真撮影待ちの行列で 1 時間はかかりそうで諦め久須志
神社に戻る。下山道は火山灰の道で登りより楽だが、結構
膝に負担がかかる。河口湖口五合目まで帰って来ると膝が
パンパンに張って疲労の限界状態だった。

　登山口で「ハクサンシャクナゲ」や「コバイケソウ」を
見かけたが、それ以外ではほとんど高山植物をみることな
く、ただ日本一高い山だとういうだけの印象だった。登山
者の多さにもう登りたいとは思わない。（藤木）

◆山行月日 2013 年 7 月 26 日（金）～ 27 日（土）
◆山行形態 個個人山行（団体ツアー参加）
◆メンバー 藤木
◆コースタイム ● 7 月 26 日（金）～ 27 日（土）晴れ

金 沢 駅 6:00 ＝ 13:20 河 口 湖 口 5 合 目
13:40 →富士吉田口登山道 6 合目 14:40 →
16:28 七合目トモエ館（仮眠）23:00 → 4:45
富士吉田口山頂（久須志神社）5:15 →浅間
神社奥宮→剣ヶ峰 6:15 → 6:50 久須志神社
7:20→7:47本八合目トモエ館8:30→10:40
河口湖口 5 合目 12:00 ～（河口湖、入浴・昼
食）14:10 ～御坂 IC ～松本 IC ～上越 IC ～
金沢東 IC ～ 20:35 金沢駅

槍ヶ岳北鎌尾根
●以前から狙っていた新穂から北鎌ワンデイをノザと行く
ことにした。仲間内でも狙っている人がいるがやはり最初
に記録を作ってなんぼ。気合が入った。

　深夜 0 時にノザと新穂ゲートを出発、暗闇の中 MTB を漕
ぐ。途中でチャリ押し歩きの単独者をぶち抜き白出に到着。
支度をして水の流れていない白出沢を渡る、暗くて対岸の
取り付きが分からないが GPS で確認し登山道をハイペース
で登る、1 時間 15 分で槍平に到着、ちょっと休憩して出発、
斜度がきつくなってきたがガンガン登る。高度を上げると
ガスがかかり乗越で雨が降り出し風も出てきた。風雨の中
小屋に到着、宿泊客が大勢いた。雨宿りしても止まないし
時間ももったいないのでまた暗い中水俣乗越を目指し出
発、休憩で体が冷え寒いし駆け足で高度を下げた。ドンド
ン下り途中でやっと明るくなり雨も上がった。山頂部だけ
が雨だった。水俣乗越からガレガレの急な斜面を下り雪渓
を越え北鎌沢出合に到着、ここからが北鎌への登りだ、遠
くに天上沢を登ってくる重荷のパーティーがいた。出合か
らコルへは右股を詰め登る、やがて沢の流れが無くなるこ
ろ稜線は近い。コル手前でテン泊先行者に追い着き僕らの
ワンデイに驚いていた。

　コルで休憩していよいよ北鎌尾根へ。先行者が 2 パーティ
いるらしい。この先は草付の尾根を高度を上げる。

　独標からは森林限界を越え岩稜帯となる。しかもこの先
視界もなく岩は濡れていてちょっと危険。ノザは元気だが
岩未経験、記録より安全第一でペースを下げ回り道でも安
全なルートを選び進んだ。視界が無い中ルーファイも難し
いのか先行パーティーが行きずまり落石で怪我をしてい
た、どんなバリエーションルートでも一つ間違えれば事故
になる。安全にノザを導き山頂に到着。何も見えませんが
写真撮り下山。人が多く時間がかかる、鎖場の渋滞を横か
ら抜き去り小屋に到着。ノザを待つ。まったりして体力が
回復したので走ろう！

　槍平まで 52 分で着いた、休憩しながらノザを待つが来
ない、チャリでは負けるけど山ではまだまだだな。ノザが
到着し休憩後また走ったが雨が降り出し下山者も多く危な
いのでラン中止。記録はまた作りましょう。

　サクサクと下り白出に到着、チャリにまたがり走ると
YASUHIRO さんと出会った。落石で亡くなった S 先生の追
悼にご家族様と来ていた。お喋りした後チャリでブッ飛ば
し新穂に到着、完全燃焼。（形屋）

◆山行月日 2013 年 7 月 27 日
◆山行形態 バリエーション
◆メンバー 形屋、他 1 名
◆コースタイム 新穂 0:00 ～白出出合 0:49 ～槍平 2:04 ～

槍ヶ岳山荘 4:04 ～水俣乗越 5:21 ～北鎌沢出
合 6:15 ～北鎌コル 7:36 ～山頂 10:54 ～山
荘 11:09 ～槍平 12:01 ～白出 13:03 ～新穂
13:20

鈴鹿 神崎川 
赤坂谷～ツメカリ谷
● 10 数年ぶりの神崎川再訪です。平成 6 年、清々しい川
の色、泳ぎ・飛び込み・滝すべりと楽しく仕方なかった、
2 度目は雨の後に訪れ、油断する気持ちを衝くような水流
に圧倒された。 その後、神崎川が水害に見舞われ土砂に埋
もれたとか、人の多さで以前と様子が変わったとのうわさ
だった。

支流の赤坂谷は魅力ある楽しい沢とのことで、「沢登りを
してみたい」とい新人山ガールＵ西さんも誘って出発です。
神崎川取水口に向かう林道は、なんと、バーベキューによ
るゴミ散らかし対策にゲートが設置されていた、本当に荒
れてしまったのか？？気持ちを立て直して、入渓です。自
由に泳いだりへつったり楽しんですすみます。適当な所で
赤坂谷右支流を詰めツメカリ谷へ下る予定でしたが、右へ
右へと詰め尾根を越えたらまた赤坂谷へ出てしまった（笑） 
ベチャクチャしゃべって誰も方角を見なかったのでした。
あ～あ。

　ツメカリ谷へ。ここからはドボーンドボーンと飛び込み
の連続です。  一発目の飛び込みで鼻から水が入り、耳が痛
くてキーンとなる私。飛び込みは連続したけど、それ以降
は飛び込み恐怖症でクライミングダウンで下る。みんな楽
しいそうなのでちょっと寂しかったな。神崎川にでると、
ツアーの人たちでいっぱいだった。赤ヘル、黄色ライフジャ
ケット、黒いスーツとミツバチの群れのようにみえました。
今回は大勢で遊べたので非常に楽しかった。（鮎川）

◆山行月日 2013 年 7 月 28 日
◆山行形態 沢登り
◆メンバー 鮎川、上西、他 5 名
◆コースタイム 神崎川　赤坂谷↑～ツメカリ谷↓
◆天候 晴れ
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◆山行月日 2013 年 8 月 2 日～ 8 月 3 日
◆山行形態 岩尾根縦走登山
◆メンバー 小石

30 周年記念山行（巻頭掲載）

▲会山行   Party

20138月
   

西穂高岳
●この日天気回復予報。  登山者専用の駐車場についたけど
満車で有料駐車場にとめることになった。 ロープウエイも
行列で臨時便がでる。結局歩きスタートは 9 時前。  子供た
ちの行列、ツアー？の人たちで少し渋滞ぎみ。なんとかす
り抜けて山荘へ。ここから霧雨。視界は全くなし。（少し
残念） それでも西穂高までいくぞ～と意気込み一人で出発
する。霧雨が強まるが雨具をきずに進む。天気の悪さ（視
界のなさ）に独標で折り返す人がほとんど。  天気回復を願
い一人西穂高へ向かいました。ここからは初めてのコース。
こんな感じの岩場か～と楽しみながら進みました。  怖いと
ころもなく無事に西穂高岳到着。しかし。。。あいかあらず
視界全くなし。真っ白。。。（とほほ。。。）  急ぎ足できたので
ここでゆっくり休憩。そのうち一瞬青空がっ！写真を一枚
パチリ！！そして一瞬にしてガスが湧いてくる。ゆっくり
休憩をとって下山。  独標には沢山の人でにぎわっていまし
た。ここからしばらく渋滞。これは大変だ。。。。あわてずゆっ
くり、ゆっくり下山しました。（菊）

▲個人山行   Personal

槍ヶ岳（北鎌尾根）
● 8/2( 金 )　曇 / 雨のち晴れ

新穂を出発。途中雨にも降られ昼過ぎに槍の肩へ到着。「こ
の天候、菊さんは西穂へたどり着けたのかな？」ガスって
いて遠くは見えない。東鎌尾根を下っていくうちに天気が
良くなっていき、雄大な北鎌尾根が姿を現す。水俣乗越を
下り北鎌沢へ。ツェルトが 2 張り見える。自分もツェルト
を張り就寝した。

8/3( 土 )　快晴

北鎌沢右俣を北鎌のコルへ向けて進む。コルへ行くまでの
道迷いもよくあるらしい。死者を出しているクライマーホ
イホイの分岐に ? 印があったが、私にはホイホイへの矢印
↑に見えた。この印は危ないと思う。スルーして無事北鎌
のコルへ。

　独標へはトラバース道を少し行った場所から直上した。
落ちてはダメなクライミングで心臓が高鳴った。独標から
の景色を眺め「安藤さんは今ごろ西穂かな」「中嶋さんは
今日立山だ」と晴天を嬉しく思う。ここからは稜線伝いに
進む。阿呆の適当なルーファイで何とかなった。眼下には
巻き道を進む人が見えた。山頂直下のチムニーを 2 つ超え、
祠のそばから顔を出すと拍手で迎えられた。山頂では人生
初のブロッケン現象も体験。北鎌で良い方の仏様になれた。
（小石）

◆山行月日 2013 年 8 月 2 日
◆山行形態 岩稜歩き
◆メンバー 菊
◆コースタイム 西 穂 高 口 駅 8.55 → 9.35 西 穂 高 山 荘

9.50 → 10.35 独標 10.40 → 11.00 ピラミッ
ドピーク→ 11.30 西穂高岳 12.10 → 13.30
西穂高山荘 13.45 → 14.20 西穂高口駅

◆天候 ガス瞬間晴れ

立山三山と剱岳
●私自身、剱ヶ岳の登頂は今回 3 回目、勢津子さんは 20
回目。義兄（ＫＨＣ）の希望で行動を共にした。定番の室
堂から入山、相変わらず小、中学生の遠足で長蛇の列。超
スローペースで一ノ越、雄山に着いた。雄山神社で祈祷し
てもらい大汝山に向かう。長蛇の列から解放され縦走モー
ドにウキウキ。富士の折立、真砂岳、別山、剱沢のテン場
を越え新しくなった剣山荘で手続きをし（以前と違い山小
屋泊は事前に予約が必要）ビールで乾杯。予約なしで来た
人を断っていたようだが命にかかわることもあるし。結局
厳重注意で泊めてはいたが、対応が微妙だなあ。山小屋の
横柄な態度が気になりました。余談ですが私が南アルプス
テント縦走の時、山小屋にテント受付で寄った際、泊まろ
うとした人が小屋受付の人に「お風呂何時からですか」と
聞いていた。「あるわけねえだろ馬鹿か」って言われてまし
た。多種多様の人がいるわけで、楽しい。

　翌日、霧雨の中ヘッドライトを点灯し剱を目指した。一
服剱で強風と雨。引き返すグループもあり 4 人で意思確認
し頂上に向かう。展望のきかない頂上に着いた。こっちが
北方稜線、あっちが早月尾根、勢津子さんの解説もむなし
く、どこを見てもガスの中。雷に打たれ破損し祠も無く標
識を手に持ち証拠写真を撮って下山開始。次回のリベンジ
とした。義兄今度は一人でどうぞ。行動時間が 13 時間強、
久しぶりにハードな 1 日で達成感あり良かった。（中嶋ダ）

◆山行月日 2013 年 8 月 3 日～ 4 日
◆山行形態 山岳縦走小屋泊 
◆メンバー 中嶋大介、中嶋勢津子、　他 2
◆天候 くもり / 晴れ

西穂高岳
●夏連休中の剱岳・源次郎尾根登山の練習に岩稜を歩いて
おこうと西穂高岳へ。前日同じところを登っている K さ
んの情報では新穂高の駐車場が平日にもかかわらず一杯で
あったとのことから前夜発で新穂高温泉に向かう。が・・
1 時頃着なのにすでに満車。仕方なく鍋平に駐車。ここは
ロープウェイ近くの有料駐車場ともう少し下に無料駐車場
がある。もちろん無料の方へ駐車。ここは夜も結構静かで
トイレもありおすすめの場所。

　朝 5 時頃に笠ヶ岳へ向かう一行に起こされそのまま準備
して出発。8 時始発なのにだいぶ待つな ~ と考えていたら、
なんと臨時便が 7 時 45 分に出るとのこと。ラッキー (#^^#)。
しかし！山の上は濃いガスの中・・・まあそのうちガスも
晴れるだろうと気を取り直して出発。西穂高山荘に着く前
頃に晴れてきて対岸の笠ヶ岳や遠く白山？も見えるように
なりテンションアゲアゲ。山荘に着くと上高地側の霞沢、
焼、乗鞍などすごい展望。

　西穂高岳への稜線は槍ヶ岳を見つつの岩稜歩きでうっと
り眺めていると足を踏み外しそう？？楽しく岩稜を歩き久
しぶりの西穂高岳。ジャンダルム～奥穂高岳に続く稜線が
険しい。天気も良く景色も良いのでず～と眺めていたかっ
たが下からガスが湧いてきて怪しい天気に・・そそくさと
準備して下山。ピラミッドピーク手前でガスに捕まり白一
色に・・・そして独標は・・・すごい人だ。独標までは人
が少なく楽々歩けたのにここでは下りで渋滞。なかなか降
りれない。やっと渋滞を抜けて山荘・・も・・人が一杯。ふぅ。
ロープウェイの西穂高口は観光客が一杯。下山後蒲田川沿
いにある荒神の湯へ。洗い場が無いのが残念だが泉質が良
いのかさっぱりできた。

　久しぶりの岩稜歩き、しかも良い景色の中の山行で満足。
これで源次郎の準備は万端？？（安藤）
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◆山行月日 2013 年 8 月 3 日
◆山行形態 岩稜歩き
◆メンバー 安藤
◆コースタイム 金沢＝新穂高温泉（鍋平）＝西穂高口 (8:15)

～ (9:00) 西穂高山荘～ (10:00) 独標～ピラ
ミッドピーク～ (11:00) 西穂高岳 (11:45)
～ピラミッドピーク～独標～西穂高山荘
(13:30) ～ (14:45) 西穂高口＝鍋平＝金沢

◆天候 晴れ

安達太良山・磐梯山・西吾妻山
● 8/4 夜、自宅を出て福島へ。ゆっくーり休みながら向い、
翌朝 7 時前あだたらスキー場へ到着。

＜安達太良山＞ゴンドラは 8 時半から？とのことで歩いて
登ることに。車は 2 台。天気良好！砂利道から、方言が強
すぎて何を言っているか分からないおっちゃんとゲレンデ
のやぶを探りながら歩き。笑薬師岳を経てゴンドラ降り場
で休憩。この頃ゴンドラからの登山客がいっぱい。先を急
ぎ、登山道を進む。

　ひらけた頂上付近。頂上でのお決まりのポーズでの写真
は、恥ずかしながらも撮っていただきました。奥に進むと、
噴火跡。すごーい！と大きい声になるのを抑えて写真、写
真。が、抑えていた声が漏れていたのか「写真撮るよ」と、
おじさま。ありがとう。（この方とは 2 日後の磐梯山でも
出会う。）そのままくろがね小屋へ。まったりさせてもらい、
変化のない運搬用道路を下山。ここを登りに使わなくて良
かった。。。途中、「アサギマダラ」という旅するチョウに出
会えました！

＜磐梯山＞スキー場の直登からのスタート。スキー場を超
えると、磐梯山が丸見え。かっこいいなぁ、表から見るの
とは全然違う。途中、印を頼りに行かないとルートが分か
らなくなるような場所や、急登には鉄の柵、ロープあり。
稜線を気持ちよく進み、小屋が 2 つ。八方台からの登山者
で賑やか。ここまで、見事に誰にも会わなかった。

　頂上では 360 度の大展望。お決まりポーズで写真を撮っ
てもらう。その方と小屋で一緒になり話していると、なん
と石川県、野々市の方でした。世間せま！

下りは八方台方面へ変化のない登山道を、途中分岐で裏磐

梯スキー場方面へ。さっきまでの賑やかな登山道と打って
変わって、やっぱり誰もいない。てくてく・・・銅沼！！！
あかぬま！！！磐梯山が映ってかっこえー。スキー場上部
から車が見える。やっぱり誰もいない。裏磐梯スキー場か
らのルート、本当におすすめ！と思いました。

＜西吾妻山＞今日は楽をしようと、ゴンドラで出発。思い
のほか足場の悪い登山道。前日の雨もあり、さらにぐちょ
ぐちょ。西大巓から、少し下ってトラバース、約 1 時間で
山頂。なのに！私は何を思ったか西大巓から白布の方へ下
りてしまいました。。足場が悪く黙々と降りてしまい、気づ
いて西大巓へ戻ったころ、山頂へ行くにはゴンドラの時間
がギリギリ！でも見える・・・葛藤し、ダッシュで向かう
ことに。その途中、昨日の野々市の方に遭遇。「大丈夫？！」

「ダッシュで行ってきます！！」と言って別れ、展望の全く
ない西吾妻山山頂へ。写真だけ撮って、またダッシュで下
山。ヒーヒー言いながらゴンドラ最終 10 分前に到着。す
るとあのお方が「よく間に合ったねー？！」と。なんと待っ
てくれていました。

　あの道は間違える人が多いらしいですが、地図を持って
いながら思い込みで進んで、ご心配をお掛けして、そして
すっごく疲れて、がっかりの西吾妻山でした。最後はがっ
かりでしたが、これも大事な経験でした。山行日は全てお
天気にも恵まれ、気持ちよくゆっくり山行できました。5
日間の喜多方生活で、朝ラーメンを 2 回頂き、鶴ヶ城にも
行き、とっても楽しい福島でした＾＾（松田）

◆山行月日 2013 年 8 月 5 日～ 8 月 9 日
◆メンバー 松田
◆コースタイム ＜安達太良山＞登山口（7:19）−薬師岳、

ゴンドラ降り場（8:45）−安達太良山頂上
（10:16）―噴火跡（10:46）−くろがね小屋
（11:40）−登山口（13:45）
＜磐梯山＞裏磐梯スキー場登山口（7:22）−
弘法清水小屋（10:05）−山頂（10:31）―
休憩―銅沼（13:41）―登山口（14:00）
＜西吾妻山＞ゴンドラ降り場（9:07）―西大
巓（10:49）−頂上（13:51）―ゴンドラ（15:50）

大日岳
● 10 分前にゲートが開き幸先良いスタートで暑くならな
い内に大日平に到着。湿原の花や高原バスを眺めながら大
休止。今年はコバイケイソウの当り年で小屋手前の斜面で
はバイケイソウもよく見られた。小屋前には雪渓が残り天
然のクーラーは最高。立山剱はもちろん白馬あたりも見え
ていた。早めに下山出来たので滝見物に行きマイナスイオ
ンを全身に浴びて帰る。（盛田）

◆山行月日 2013 年 8 月 9 日
◆山行形態 一般登山
◆メンバー 盛田
◆コースタイム 登 山 口 6:15 ～ 大 日 平 8:10 ～ 大 日 小 屋

10:15 ～ 山 頂 10:30 ～ 11:30 ～ 大 日 平
13:00 ～登山口 14:40

◆天候 晴れ

剱岳北方稜線
●何度かこのルートは行っているが膝の故障後は初めて、
どの程度歩けるか不安なので、無理をせず小屋 2 泊で計画
をする。

8/10　室堂は眩しい程の快晴、心ワクワクさあスタートで
す。地獄谷コースは通行止めで少し回り道をしながら雷鳥
沢に降ります。賑やかにテントは一杯。剣御前に上がり剣
沢に降りる。今年の雪渓は多く下方でクレパスは有るもの
の真砂の小屋まで繋がっている。小屋前ではガチャを広げ
話に花が咲いている若者、ここは特別な雰囲気があります
ね。二股から池の平小屋までが忍耐の道、お盆の時期なの
にこのルートはほとんど人と会いません。小屋に着くと何
時も笑顔の管理人さん。さっそく露天風呂に入れてもらい
ビールまでご馳走して貰いました。最高！！至福の時間で
す。

8/11　おにぎりを作って貰い鉱山道のルートを出発です。
本来ならお花畑なのにまだ雪が残っている。小窓雪渓に乗
るまでにもすでにアイゼンの出番、今年はやはり雪が多い
です。小窓から北方稜線に上がる。“ 来たよー “ と一人叫ぶ。
2 ケ所の雪渓のトラバースあたりに来るが、ガスで真っ白、
雪渓の取り付きが分からない。この辺りとおもうが確信が
持てない。もう暫く稜線上に上がってみるが、やはり何時
もと違う景色だ。こんなに上がらないはずだと思い引き返
す。落ち着く意味でお茶を飲み一休みするとガスの切れ間
から雪渓の取り付きが見えた。やはり最初の思っていたあ

たりだった。急斜面のトラバースは毎回緊張する所、誰も
いない山奥で一人緊張している姿は変？土の上を歩くと一
安心。小窓の王からが岩陵歩き、ガスも切れ出しチンネが
綺麗に見える。三の窓、池の谷がリーを詰め乗越に出る。
登攀のコールや長次郎雪渓から上がってくる人達もいて人
が少し増え賑やかになる。

　頭のトラバースが迷った所。左側から回ってみるが、片
側が切れ落ちていて急下降のザラ場がいやらしく私の苦手
分野で内心ビビる。最後に 15M の懸垂をしてコルに降りる。
あとは降りた分登り返し頂上につきました。夏の剣は沢山
の人達で賑やかです。一人旅も此処まで来るとほぼ終わり、
天候も良くなり後は剣山荘に向けて降りるだけなのでゆっ
くり休憩、展望を満喫する。

　山荘は女性だけの部屋が有り若いグループで賑やか、ま
だまだ山ブームです。

8/12　山荘より下山する。思うように歩けませんでしたが、
久しぶりの単独山行を楽しみました。（中嶋セ）

◆山行月日 2013 年 8 月 10 日～ 12 日
◆山行形態 バリエーション
◆メンバー 中嶋勢津子

朝日岳
●蓮華温泉は相変わらずの賑わいで林道脇に駐車すること
が出来た。花盛りのアヤメ平を過ぎ五輪尾根の美味しい水
場で休憩後咲き始めたアヤメを見ながら栂海新道分岐まで
登ると大勢の登山者が休憩していた。夕日に染まる雲間の
白馬岳は本当に素敵だった。翌日は稜線歩きを楽しみ鉱山
道を降ったが雪渓の残る沢渡に神経を使った。危なげな瀬
戸川の仮橋を渡った先はがけ崩れがあり殆どの人が縦走を
楽しみ此処を歩く人は少ないのだろうと思った。（盛田）
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◆山行月日 2013 年 8 月 11 日～ 12 日
◆山行形態 一般登山
◆メンバー 2 名
◆コースタイム 11 日　蓮華温泉 6:35 ～白高地沢 8:45 ～栂

海新道分岐 13:00 ～朝日岳 14:00
12 日　小屋 4:45 ～朝日岳 5:00 ～鉱山道分
岐 11:25 ～蓮華温泉 15:50

◆天候 晴れ

幌尻岳
●シャトルバスの予約を入れていたので初日は幌尻岳に登
ることにした。去年は新冠側から林道をチャリで 60KM 走
り二イカップポロシリ山荘で仮眠後山頂に目指したが大雨
と激藪に阻まれて敗退した悔しい出来事があったので今年
は確実に山頂に行けるよう豊糠から入山した。

　朝 3 時発のバスに乗り第一ゲートまで約 1 時間、そこか
ら 7、5 キロの林道歩きになる。帰りのバスの時刻は 11:30
でそれを逃すと 16:30 になる、明日は旭岳に登るので頑
張って 11:30 のバスに間に合うよう速攻山行することにし
た。早足で 1 時間で取水口に到着、ここから沢沿いをしば
らく歩きいよいよ渡渉の連続となる。沢靴に履き替えジャ
バジャバと進むと赤旗がありルートは右岸、左岸…と何度
も渡らなくてはならない、コースタイムが 2 時間だという
ことが納得できた。僕は時間短縮の為腰まで水に浸かりな
がらそのまま沢をガンガン登った。

　びしょ濡れで山荘に到着、1 時間かからなかった。山荘
には 7 人ほど人がいた。ここで登山靴に履き替え山頂まで
ダッシュ。前泊の先行者を次々と抜き去り稜線に出た、眼
下には北カールが広がっていた、とても綺麗。次回はカー
ルを詰め周回してみたくなった。ほぼ休憩なしで駆け上が
り山頂に着いた。ガスで視界が良くないが去年敗退した尾
根が見えていた。よく見ると結構惜しい所で敗退したよう

だ。写真撮ったら速攻下山、3 時間半後にはバスが出発し
てしまう、駆け足で山荘に到着。小屋のおじさんが驚いて
いた。また沢靴に履き替え泳ぐように沢を下り取水口に到
着。もう余裕だ、歩いて帰ろうとするとアブの集団に囲ま
れ渋々ダッシュしてゲートに着いた。

　この時間の乗客は僕 1 人で運転手さんも驚いていた、ご
褒美にトマトジュースを頂きバスに揺られ下山した。（形屋）

◆山行月日 2013 年 8 月 11 日
◆山行形態 夏山
◆メンバー 形屋
◆コースタイム 第一ゲート 4:14 ～北電取水口 5:14 ～幌尻山

荘 6:09 ～山頂 7:55 ～山荘 8:56 ～第一ゲー
ト 11:13

◆天候 晴れ

槍ヶ岳～北穂高岳
●岩稜歩きの経験が乏しいため訓練として大キレットへ。  
平湯から朝一のバスに乗りスヤスヤ眠り、上高地に着くと
快晴の天気！行楽で訪れる人、山に登る人と格好は様々。
迫力ある穂高連峰に目を奪われながら歩く歩く。槍沢まで
は平坦な道が続く。目的地の槍はまだ遠い。豊富な雪解け
水を 3ℓ補給、ザックは重いし槍も見えない。黙々と歩い
ていると槍が見え、気分が軽くなった。計画よりも早く槍ヶ
岳山荘に着いたので、穂先に登ってみた。頂上は大パノラ
マ、遠く剱岳も綺麗に見えた。穂先へは往復で 2 時間も掛
かってしまった、大失敗。南岳小屋への到着は遅くなった
が、良い場所を見つけツェルトを張った。その後はキレッ
トを下見したり、自由にブラブラと日没を待つ。夕日に染
まる穂高や北アルプスの山並みは見応えがあった。泊まら
なければ見れない景色だ。日没後は連日の睡眠不足のせい
か、暖かいシュラフの中でぐっすりと眠る事ができた。

8/13 晴れ 3 時に起床、空は満天の星。ペルセウス座流星群
のピークで流れ星も見られる。天体観測するために山に来

るのも良いかも知れないと感じた。寒い中待った朝焼けも
素晴らしかった。のんびり朝を過ごしてテン場を出発した。
下りは鎖・梯子の連続で、思っていたより整備されていて
拍子抜けしてしまった。ペンキマークもしっかりで何だか
･･･。長谷川ピーク、簡単になったと噂の飛騨泣きもあっ
けなく通過。稜線を歩いていて一番難儀したのは順番待ち
だったかもしれない。北穂高岳へ到着すると多くの人で賑
わっていた。西穂～奥穂も良く見える。次はあちらも歩か
なければ。よく偵察して涸沢経由で上高地へ。火照った足
を梓川に入れたが冷たすぎてうずくまる。隣に居た山帰り
のカップルさんも同じ事をしていて、お互い笑ってしまっ
た。その後、平湯温泉でのんびりして帰路に着いた。（小石）

◆山行月日 2013 年 8 月 12 日～ 8 月 13 日
◆山行形態 岩稜縦走
◆メンバー 小石
◆コースタイム 8/12 快晴  上高地 (5:50)- 横尾 (8:00)- 槍

の 肩 (12:21)- 槍 の 穂 先 (13:29)- 槍 の 肩
(14:14)- 南岳 (15:57)- 南岳小屋 (16:03)
8/13 晴れ
南 岳 小 屋 (6:25)- 大 キ レ ッ ト - 北 穂 高 岳
(9:30-10:10)- 涸沢 - 横尾 (13:47)- 河童橋
(15:38)

白神山地　岩木山、八甲田山
●勢津子さんが今年になって百名山完登に意欲をみせて
の、お付き合いで私自身 2 度目の山に同行した。以前と同
じ時期の夏を選んだのは岩木山麓においしいとうもろこし

（嶽きみ）の産地があってまた食べたいという欲な動機でし
た。昨年の北海道で利用したように新日本海フェリーで秋
田までの船旅。二人とも長距離運転はＮＯ。港から青森ま
での移動を考慮しても登山は辛いので、15 日は白神山地の
一部分を探索したブナ林散策、十二湖、青池など。屋久島、
知床、と 3 つ終わりあと小笠原諸島に行けば完結なんだけ
ど。

16 日岩木山　前日の夕方に 8 合目駐車場着。夕焼けで岩木
山が輝いてみえる。車中泊。夜は強風で車が揺れ寝つき悪
い。早朝より雨が止むのを待っていたが、小雨になったの
で濃霧の中入山。40 分ほどリフト横の樹林帯に沿って登る。
道は多少荒れているが、気にならない。8 割の人がリフト
に乗るのでしかたないかも。9 時にならないとリフトは動
かないので登山客もいない。程なくして尾根に出た。ガス
の切れ間から岩がごつごつ見え隠れしている。風が通る場
所で体が飛ばされそうになりながら進むと、あっという間
に頂上に着いた。以前登った時と違和感が。木製の鳥居が
朽ち果てていて奥にコンクリートの鳥居が出来ていた。展

望の悪い中頂上を偵察すると立派な標識があった。一瞬日
が差したので証拠写真を撮り下山開始、中腹付近で天気も
回復して振り返ると頂上が見え、左横を見るとリフト駅が
みえた。始発に乗ったらしい登山客が見える。登山口に着
くと、多くの人がリフトに向かっていた。午前中に山が終
わってしまったので、昼から白神山地に行った。暗門の滝、
マザーツリー、など

17 日八甲田山　つがる温泉宿を早朝出発。5 時に酸ヶ湯温
泉大駐車場に着いた。前回と同じルートだが記憶が全くな
く新鮮な気持ちで入山。（震災前と後、登山道が変わったの
か？）先行が 2 組いるが追いつけない。水たまりが出来て
いる藪藪の道を 1 時間ようやく視界が開けたところでお会
いする。挨拶して先行する。硫黄のにおいが立ち込め溶岩
が流れていそうな沢沿いを巻いて登り湿原地帯と合流。清
水の水場に着いた。ここは覚えている。

　勢津子さんは休憩の間は必ず行動食のパンを口にしてい
る。私は普段蓄えがあるので？逆に山行中は何も欲しくな
い。日常生活もこうであれば痩せるのになあ。汗が引かな
いうちに行動を心がけ出発。鏡沼に到着、急登を登りつめ
見覚えがある祠が見えてきました。八甲田大岳頂上です。
貸切で誰もいません。あいにくガスが湧いていて展望はあ
りません。残念。しばらく待っていたのですが望めないの
で縦走路を下り 5 分、ふと振り返ると青空。あわてて二人
で登り返し、「三度目の八甲田登頂」とか叫びながら頂上
へ。運よく後続組も来たので二人の記念写真を撮ってもら
い、遠く見える山並みを眺めていたら視界が悪くなり終了。
鞍部にログハウスの避難小屋があり中に入って休憩。

　カミケナシダイ（上毛無岱）からシモケナシダイ（下毛
無岱）を見下ろすと絶景が広がる。ひたすら階段を下る。
逆コースからだと階段の上りが尋常ではない。山頂のガス
もなく晴れ渡っていて池塘の点在する草原を心地よい風が
吹いて気持ちがよい。木道歩きが終わると展望がなくなる
樹林帯に入り酸ヶ湯温泉に横に出る。下山後は定番の風呂
に入り汗を流し青森ねぶたの祭りを堪能した。（祭りは 1
週間前に終わっていたが山車が置いてあるミュージアムで
再現参加型イベントに参加）らっせーら、らっせーら♪秋
田のなまはげに会ってきたし、観光と山のセットは今後も
つづく。（中嶋ダ）

● 8/14　仕事を終え夜に自宅を出発。新潟 23：30 発、秋
田に向けてフエリーに乗船する。

8/15　晴れ　秋田港よりさらに日本海沿いに景勝奇岩を見
ながら北上する。天気は最高！観光気分です（まさに観光
です）。白神山地のブナの森をトレッキングの予定がいきな
りブヨの大群の歓迎。速攻退散をして十二湖めぐりに移動
しました。神秘的な色合いが美しいと言われている青池や
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雨飾山
●急登が続き、というより一歩が大きく辛い道のり。頂上
近くで残念ながらガスがかかり始めましたが、一瞬展望が
広がりました。友人二人とワイワイ登り、楽しかったです。
（松田）

◆山行月日 2013 年 8 月 26 日
◆山行形態 一般登山
◆メンバー 松田、他

白馬三山縦走
●一日目は晴れ―曇り。猿倉～鑓温泉～天狗山荘でテント
泊でした。天狗山荘では友人二人と再会。なんと、山荘で
夕食をごちそうしてくれました。小屋泊まりの方々と楽し
く美味しくいただきました。二日目、どピーカン雲海から
のスタート。天狗山荘～三山縦走～白馬大池～栂池。久し
ぶりの晴れだったらしく、本当に本当に感動しっぱなしの、
最高の景色でした。すごーい！サイコー！幸せー！と、何
回言ったか。。大池で友人と再会、ポカリを頂き。またある
方には栂池のゴンドラを乗せてもらい。前に働いていたゴ
ンドラ降り場のレストランではかき氷を頂き。なんだか頂
いてばっかりのありがとうの旅でした＾＾その後白馬は雨
模様。。。少しの晴れ間に、知り合いのいる白馬尻小屋まで
お散歩に行きました。23 日の豪雨、目の前の川がすごかっ
たらしいです。（松田）

◆山行月日 2013 年 8 月 28 日～ 8 月 29 日
◆山行形態 一般登山
◆メンバー 松田、他

磐梯山
●昨年に続く再訪。昨年非常に感動したので今年は新潟か
ら知人と。コースタイムも短く（4 時間くらい？）、裏コー
スは静かに楽しめました。一度、秋の紅葉時に行けたらい
いです。（河崎）

五竜岳
●次男がガッツリ歩きたい！との希望と山岳会先輩の弔い
も兼ねて、釣りの翌日二人登山。五竜は後立山連峰のうち
の 1 名峰。北アの中でも槍穂のような雑踏はありません。
遠見尾根はこれまで子どもと 2 回程歩きましたが、どれも
途中まで。今回はピークを目指し 3 回目のチャレンジ。

　結論。登頂出来ず。ゴンドラ時間ありでタイムアップ。
山頂を目指したい次男。でも帰りのゴンドラに間に合わな
くなるのでストップを指示。五竜山荘手前のピークを二人
の山頂としました。次男は今年初の本格登山。小 4 なので
荷物は持たせましたが、やっぱり子ども。尾根に水がない
ので 4 Ｌ担いで、お楽しみラーメンのお湯とガスと着替え
と何かの時のビバークセット他…。日帰りのザックか？と
思うような重さでした。

　下山は一目さん。登りより頑張ったかな。よく歩きまし
た。9:00 スタート、白岳山頂 12:30、下山 17:30、休憩入れ
て 8 時間強。次男の成長を感じた登山となりました。（河崎）

◆山行月日 2013 年 8 月 30 日
◆山行形態 一般登山
◆メンバー 河崎、次男

◆山行月日 2013 年 8 月 15 日～ 17 日
◆山行形態 夏山登山
◆メンバー 中嶋大介、中嶋勢津子
◆天候 くもり / 小雨 / 晴れ

沸壺の池等をめぐるトレッキングです。私達山やは普段か
ら美しい景色を見ているので正直あまり感動しないかな？
と思っていたのですが、いいえ違いました。本当に綺麗で
自然が作り出す美って本当に素晴らしいと思いました。そ
の後も海岸線を走り岩木山の麓に移動。

　岳温泉近くでは「嶽きみ」の看板が目に付く。とうもろ
こしの事です。北海道も美味しかったけどここは小粒なが
らも甘みがたっぷり！！日本一のとうもろこしでないで
しょうか。岩木山神社の鳥居の後ろに丁度岩木山が中に収
まっていて一枚の絵のようで綺麗です。津軽富士とも呼ば
れ地元では「お岩木様」と親しまれ崇められているようで
す。

8/16　曇りのち晴れ　昨日の天候と打って変わって強風と
ガスで頂上は見えませんが、時々ガ切れ間もあるので期待
して出発。最後の岩場を登り終えると頂上です。少しずつ
青空も見え始め展望が開けました。良かった～。すぐ下山
をして今度は山側から白神山地に入る。暗門の滝コースの
トレッキングです。最初は上高地の林道を歩くようなのん
びりした道が段々と道幅が狭くなり下の廊下のような道。
だけどそこは世界遺産、木道等で整備されていました。第
2、第 3 の滝を見た後は推定樹齢 400 年と言われているマ
ザーツリーの見学です。ブナの木に触ったり、聴診器を当
てて水をくみ上げる音を聞いたりする。パワーを貰ったと
はしゃぐ若者やツアーの人達で一杯でした。

　八甲田山に向けての移動途中でつがる温泉に入浴。地元
の人達の会話が早口で短縮しているのか言葉が全く分から
ない！よ～く耳を澄ませてきいてみましたが、最後の「ん
だべ～」だけでした。改めて遠くに来たな～と言う実感で
した。

8/17　曇りのち晴れ　酸ヶ湯温泉から一回りのコースで
す。最初はガスが濃かったが段々と青空が見え始める。火
山の山ではあるが、樹海の言葉がピッタリ。北八甲田と言
われている廻りの山並みが素晴らしい。毛無岱の池塘が点
在する湿原歩きでは廻りには花々が咲き、木道の歩きは本
当に夢心地でした。酸ヶ湯温泉にて入浴後青森に移動。ね
ぶた会館では本当に使用した 10 数台の立派なねぶたが保
管してありその一台を押す体験をしました。男性はそのダ
シを押し、女性は足を交互にあげながら踊り続けるのです。
掛け声はラッセイラ、ラッセイラ・・・汗をかきながらも
楽しかった。今度は本当のお祭りがみたいわ～。（中嶋セ）
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◆山行月日 2013 年 9 月 7 日（土）～ 9 日（月）
◆メンバー 藤木
◆コースタイム

越後駒ヶ岳、平ヶ岳
●越後駒ヶ岳（2003m）

　昨晩から雨が降り続き登山口スタート時も雨。道行山を
過ぎ稜線上に出るとようやく雲間から越後駒ヶ岳が見え
た。でもまだまだ遠く霞んで見える。冷たい雨と風で立ち
止まると寒いので、あまり休まずゆっくり進む。夏山シー
ズンが過ぎ紅葉前の時期のせいか登山者はほとんどいな
い。前駒を過ぎた辺りから岩場となり滑らないよう慎重に
登ると駒ノ小屋に出る。小屋にザックをデポして直ぐに山
頂を目指す。山頂直下には雪渓が残っており、雪解け斜面
には「コバイケソウ」や「ハクサンボウフウ」が沢山咲い
ている。山頂に上がっても雨でガスがかかっていて何も見
えない、長い登山道を苦労して歩いてきたのにとても残念
だ。山頂を踏んだ証拠写真？を撮ってすぐに下山。駒ノ小
屋からは枝折峠までの長い尾根が見え、よく登ってきたな
と感心する。登り 6 時間の予定が 5 時間で来たので時間
を気にすることなくゆっくりと下山した。越後駒ヶ岳は八
海山・中ノ岳と合わせて越後三山と呼ばれ、機会があれば
残りの二山も登ってみたい。それも晴れた紅葉のシーズン
に！！

●平ヶ岳（2141m）

　登山口までは遠いので、朝 4 時前に民宿を出る。昨日の
雨が嘘のように晴れわたり絶好の登山日和。平ケ岳を登る
には一般には鷹ノ巣尾根をピストンする登山道で、途中に
避難小屋が無く日帰りで踏破するにはハードなロングコー
ス（往復 12 時間）である。今回は地図上に出ていない中
ノ岐林道を詰めた登山口から登る。登山口からすぐに川を
渡りいきなり急登となる。ブナやシラビソの樹林帯を 2 時
間半ひたすら登ると突然視界が開け目の前に平ケ岳山頂を
望み池搪が点在する大草原。西方向に 200 ｍ位進んだ小高
い丘陵地に不思議な奇岩「玉子石」を観る。池ノ岳方向に
進むと「姫ノ池」があり、昨日登った越後駒ヶ岳が見えた。
平ヶ岳山頂へは一旦下り樹林帯を登り返すと直ぐに頂上に

20139月
   

▲個人山行   Personal

着く。山頂一帯も広い湿原で何処が最高点なのかよくわか
らない。実際の最高点は三角点のある所から西側に 300 ｍ
位進んだ所にあり、途中で立ち入り禁止となっていた。今
日は天気に恵まれ雄大な自然に触れることができ感激し
た。これで日本百名山もようやく 73 座制覇したことになる。
（藤木）

池の平山
●早めのスタートで明るいうちに小屋に到着できのんびり
出来た。池の平山からの眺めも朝焼けも素晴らしく此処に
留まりたい気持ちで一杯だった。それぞれの小屋では顔見
知りに出会え話が弾んだ。やはり北方稜線は憧れの領域で
す。（盛田）

◆山行月日 2013 年 9 月 21 日～ 23 日
◆メンバー 2 名
◆コースタイム 21 日 室 堂 7:10 ～ 剣 沢 10:00 ～ 真 砂 沢

12:00 ～池の平小屋 16:00
22 日 5:40 ～池の平山 7:00 ～小屋発 8:45
～仙人温泉 11:30 ～阿曽原小屋 15:30
23 日 6:20 発～欅平 11:40 ～トロッコ電車
～電鉄～立山駅 15:30

● 9 月 7 日（土）曇り
白山市 8:00 ～金沢西 IC ～小出 IC ～ 13:30 奥只見湖・湖上観光
～ 15:50 銀山平温泉（泊）
● 9 月 8 日（日）雨
銀 山 平 5:05 ～ 枝 折 峠 登 山 口 5:35 → 明 神 峠 6:03 → 道 行 山
7:05 →小倉山 7:55 →百草ノ池 8:35 →前駒 9:19 → 9:48 駒ノ
小屋 10:00 → 10:18 越後駒ヶ岳山頂 10:32 → 10:45 駒ノ小屋
11:20 →小倉山 12:58 → 15:25 枝折峠登山口～ 16:00 銀山平温
泉（泊）
● 9 月 9 日（月）晴れ
銀山平 3:50 → 5:20 中ノ岐登山口 5:35 → 8:09 玉子石→ 8:38
姫ノ池→ 9:13 平ヶ岳山頂 10:00 →
玉子石分岐 10:35 → 12:28 中ノ岐登山口 12:45 ～ 14:15 銀山
平温泉（入浴）15:30 ～小出 IC ～金沢西 IC ～ 20:30 自宅

取立山
● 9 月 16 日（日）、台風の影響で山域を変更、福井の取立
山（1,307 ｍ）へ。取立山～こつぶり山～大滝の周遊。7 年
前にベビーキャリーで歩いた同コース。思い出をたどりな
がら。登山道は草刈り跡、滑りやすそうな赤土、こつぶり
山からは小川。淡々ときた中、大滝手前の沢でストップ。
徒渉（川を渡る）だ、渡れるか？川の幅と深さと流れを
チェック。底は見え、ノーロープでもストックはあるし、
幸い途中に石が出ていたので徒渉決行。川に登山靴のまま
ザブザブ入り、ちょっとした沢登り系に。手取川のように
濁流・激流だったら引き返していた。 徒渉を終え、その後
は両サイド沢に挟まれながら注意深く岩を下った。大滝は
大迫力。水風圧と水しぶきが凄くて、7 年前のように滝下
まではとても行けなかった。 杉林に入ると山もしっとり。
ポンと登山口に出て終了。3 時間半で判断力、装備チェッ
クとまた学んだ山行となった。（河崎）

錫杖岳
●ちょっとスリルのある山をと言うことで調べていたら錫
杖岳の記事を見つけ面白そうだと行って見ました。槍見温
泉から入り途中渡渉が有ったり普通の？登山道もなかなか
楽しい。錫杖沢の出合から沢登っぽくなるためヘルメット
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装備。錫杖岳は岩登りのメッカで仰ぐ岩壁がかっこいい。

　ルートは沢を詰めるルートだが岩を乗り越え乗り越えプ
チ岩登り？最後のコルに出る手前の笹原で道を見失ってで
もコルは見えるのでとりあえず行けそうなところを行くが
微妙に危なっかしい。横の方に踏み跡を見つけトラバース
して正規ルートを確認。が、ここもあまり踏まれていない
ので急な登りの笹道。笹を掴み掴み登ってやっとコルに到
着。ここから先の枝や木が覆いかぶさって歩きにくい。岩
のふちを回り込んで登るとピッケルの刺さっている頂上

（本当の頂上はもう少し先）に着いた。

　山頂の景色は絶景の一言。前に笠ヶ岳、槍、穂高がどど
～んと聳え 360 度山々！天気も良いのでのんびり昼食を
取って下山。が、本番はここから。登りは高いところへ登
れば着いたが、下りは・・・道に迷い迷い・・・ＧＰＳを
駆使してどうにかコルへ。ＧＰＳが無かったらもっと時間
がかかったんだろうな～文明の利器はやっぱり信頼でき
る。コルから下りも笹を掴んで。分からなかったルートも
分かり今度来るときは迷わない？？沢の岩場は必要ないけ
どロープを出して懸垂の練習を交えつつ降りた。

　今回はいろいろネットを見て決めたところでしたが、な
かなか楽しいルートでした。お嬢様方の楽しいおしゃべり
を聞きつつ充実した山行でした。（安藤）

◆山行月日 2013 年 9 月 21 日
◆山行形態
◆メンバー 河崎、菊、安藤
◆コースタイム 中尾高原口 6:00 ～ 7:40 錫杖沢出合～ 8:35

岩小屋～ 10:50 鞍部～ 11:50 錫杖岳 12:35
～ 13:40 鞍 部 ～ 岩 小 屋 ～ 15:30 出 合 ～
16:50 高原口

◆天候 晴れ

樅沢岳
● 2,755m。新穂高温泉～わさび平小屋～小池新道～鏡平～
弓折乗越～双六小屋～樅沢岳。6:00 ～ 17:00。7 年ぶりの再
訪。ロングコース。泊まらず帰るのは勿体ないと言われな
がらも仕方ない。二日前の錫杖岳の筋肉痛と疲れがあった
けど、やっぱり行った。（夫子どもは不在だったので）一番
の目的は、双六小屋鞍部から見える鷲羽岳を見ること。変
わらず雄々しく白く美しかった。

　小池新道は歩きやすい登山道。重そうなザックを担いだ
縦走、テン泊のハイカーがたくさん。双六まで行くと山の
深さをとても感じる。黒部源流の山々は槍穂稜線とまた
違った雰囲気。深いので泊まらないと行けそうもないけど、
いつか訪れてみたいエリア。時間がなかったので走るよう
に下った。自分の環境は変わっても、山は本当に変わらな
い。そんなことが嬉しい。一緒に登ってくれた同友に感謝。
（河崎）

◆山行月日 2013 年 9 月 29 日
◆山行形態 一般登山
◆メンバー 河崎、他

岩木山、八甲田山
★岩木山　岩木山は別名「津軽富士」と呼ばれ、平野部か
ら眺めるとどっしりと構えた立派な山だ。岩木山スカイラ
インで 8 合目まで上がり、そこからリフト利用で一気に
標高 1430m 鳥ノ海噴火口駅まで行く。リフトを降り鳥ノ
海噴火口縁に一旦下り、登り返すと麓にある岩木神社から
の登山道と合流する鳳鳴ヒュッテに出る。ヒュッテの向か

苗場山・赤城山・奥白根山 
男体山
● 9/20　仕事を終え、食事や入浴すべての準備が終り夜９
時一人で出発する。

★ 9/21（苗場山）　早朝の移動、迷いながらやっと登山口
に着く。大駐車場はすでに車が 20 台程、準備している間
にも次々と車は入って来る。6 時 45 分で遅いスタートにな
りました。スキーゲレンデの横に道があるがゴロゴロした
道で歩きにくい。下ノ芝、中ノ芝に上がってくると木道が
出てきて休憩場所にはベンチも有ります。視界も開け、紅
葉も色付き始めとても良い所でした。神楽ヶ峰までくると
ドーンと苗場山が見えてきます。一度コルまで降り最後の
急登を登り終えると今までの景色が一転しました。高層湿
原と言うのでしょうか、大草原が広がっているのです。こ
んな山奥にこの規模の広さは感激です。草もみじと沢山の
池塘に青空が映えとても綺麗でした。ゆっくり休憩、まわ
りの山々も素敵、いつか行ってみたいですね。下山後日光
方面に移動、急遽ペンションを予約しお泊まりです。

★ 9/22（赤城山、奥白根山）　宿を 4 時発、赤城山に向け
て車を走らせます。標識がしっかりしていて迷う事は有り
ませんでした。大駐車場に一番乗りです。簡単な山は皆遅
出なのでしょうか。薄明るくなってきたので出発。最初か
ら樹林帯の急登ですが、しばらくすると大沼が見え始め展
望が開けます。対岸の山々に朝日が当たり始め綺麗。大き
な岩がゴロゴロして歩きにくいけれど短時間でピークに立
てるハイキングコース。下山する頃に次々と人が登ってき
ました。奥白根山に向けて移動です。国道は景色も良く、
観光地や土産物店等沢山あり変化に富み楽しく走れまし
た。白根山はロープウエイもあるが、菅沼より入山、本日
2 山目なので 10 時過ぎと遅いスタートです。2 時間程歩き
座禅山を越えると弥陀ヶ池がありそこから白根山が見えて
きます。池で寛ぐ人々、ロープウエイからの道と合流し人
も増えています。最後の急登も展望の良さに助けられ岩場
をクリアし頂上です。ただ午後からガスが出てきて証拠写
真は真っ白でした～残念！　次の男体山の登山口、中禅寺
湖畔でお泊りです。

★ 9/23（男体山）　二荒山神社で受付をして、お守りを貰
い出発します。境内をくぐり石段から山に入り 1 合目とな
ります。途中林道もあるが、樹林帯をひたすら登ります。5
合目あたりから大きな岩が出て来て歩きにくい。一歩が高
い。霧が出ていた空も青空が見え始め、標高も上がると紅
葉も綺麗で気分は最高。岩場から火山特有のザレた道を登
ると神社の奥宮がみえました。さらに奥に剱が岩の上に突
き立てて有りました。昨年雷で壊れたらしく新しい剱でし
た。紅葉の山々と青空、大展望です。でもこの山は麓から
見るのと雄大な山ですが実際登って見ると厳しいですね。

◆山行月日 2013 年 9 月 21 日～ 23 日
◆山行形態 夏山登山
◆メンバー 中嶋勢津子

途中の戦場ヶ原等の観光もして後は金沢に向けて走りまし
た。初めての単独の長距離で不安でしたが、以外とスムー
ズに動け自分でも驚きでした。（中嶋セ）
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いには「御倉石」という大きな岩があった。ヒュッテから
先は第一おみ坂・第二おみ坂と呼ばれる岩場を登りひと汗
かくと山頂に着いた。大きな岩がゴロゴロした山頂の一角
には岩木山神社奥宮があり、早速、日本百名山安全登山？
を祈願する。山頂に着いた直後はガスがかかり何も見えな
かったが、しばらくして視界が開け津軽平野や日本海が一
望できた。また白神山地や八甲田山も眺めることができた。
紅葉はもう少し先のようだったが、晴れてのんびりとハイ
キング気分で楽しむことができた。

★八甲田山　酸ケ湯温泉の宿泊先から登りはじめ、八甲田
山の最高峰・大岳を目指す。酸ケ湯温泉～仙人岱～大岳～
毛無岱と大湿原を周回するコースを辿る。登山道は木道で
綺麗に整備されとても歩きやすい。硫黄の匂いが漂う地獄
湯沢のガレ場を登りきると仙人岱の湿原に着く。お花の咲
く季節が終わり紅葉のシーズンに入ろうとしている。ここ
から大岳への登りに入り樹林帯を抜け鏡沼を過ぎると、よ
うやく大岳山頂に着く。山頂は強風が吹き荒れていたので
展望を楽しむ余裕はなく、登頂写真を撮って避難小屋に下
山。毛無岱の大湿原は上下二段に分かれ池塘が点在。周囲
の山々を眺めながらゆっくりと木道を歩く。湿原を過ぎ
ブナ林に入ると登山道となりしばらく下って酸ケ湯温泉に
戻った。毛無岱は尾瀬のようにのどかでのんびりと秋山を
楽しむことが出来て良かった。（藤木）

◆山行月日 2013 年 9 月 28 日（土）～ 30 日（月）
◆メンバー 藤木
◆コースタイム

手取川ダムの岩場
●知る人ぞ知るこの岩場、瀬女の手取川右岸林道下にあり
ます。行った経験がある番頭さんの薄れた記憶を頼りに、
ブッシュが生い茂る林道を岩場を探しながら行くことに。

　林道下を流れる手取川は放水しているらしくすごい水量
です。林道ゲートから藪を掻き分け水際近くへ、エリアは
小さいが支点の整備された岩場を発見。取り付きが水に近
く狭いので、必要な荷物だけ持って取り付きに移動します。
水の勢いが強いので終始セルフビレーをしながらテラスに
いました。私は吸い込まれそうな心地になるので、こうい
うのダメです。初心者 M 井さんも、トップロープで 6 回ト
ライ。川からの音が大きくて、アドバイスの声も届かず一
人黙々頑張ります。

　少し傾斜のあるルート。ポケットホールドをうまく使っ
て登るのですが、、、Ｋ田さん、コース外の左のクラックに
寄り道しながらもオンサイト。ヒヤヒヤしました。続く私
は、早々にテンション。Ａ 2 で上の支点にクリップし安全
確保してから、ムーブを決めて越えました。久々のムーブ
出動に充実した～？！このエリアは、蓬莱のようなポケッ
トホールドで期待以上（全然期待してなかった）に面白かっ
たです。今回私は 5 本を登り、番頭さん達は 6 本、水量が
通常であれば全部で 7 本設定されている。次は蓬莱へ行く
ぞ！（鮎川）

自宅 17:00 ＝金沢東 IC ～新潟西 IC ＝新潟港～（フェリー船中
泊）
● 9 月 29 日（日）晴れ
5:50 秋田港＝ 12:20 岩木山スカイライン 8 合目登山口 12:45
～（リフト）～鳥ノ海噴火口 13:00 → 13:11 鳳鳴ヒュッテ
→ 13:28 岩木山山頂 13:46 →鳥ノ海噴火口 14:13 ～ 14:28 岩
木山 8 合目登山口 15:15 ＝ 17:30 酸ケ湯温泉（泊）
● 9 月 30 日（月）曇り時々小雨
酸ケ湯温泉 7:55 → 9:28 仙人岱 9:45 → 10:31 八甲田山・大
岳山頂→ 10:51 大岳避難小屋（昼食休憩）11:30 → 12:20 毛
無岱→ 13:05 酸ケ湯温泉（入浴）14:30 ～黒石 IC ～郡山 IC ～
新潟中央 IC ＝金沢東 IC ＝自宅

◆山行月日 2013 年 9 月 29 日
◆山行形態 ゲレンデ岩登り
◆メンバー 鮎川、松井、他

白山
●前日に思い立ち、白山へ。観光新道の尾根道を少し歩け
れば良いという程度の気持ちで出発しました。紅葉にはま
だ少し早かったですが、ところどころ色づいた木々も見ら
れ、秋を感じながら歩きました。爽やかなお天気で、もう
少しもう少しと行くうちに黒ボコ岩まで。ここでビールと
焼き肉のお昼。あとは砂防新道をのんびり下り、十数年ぶ
りの夫婦登山を満喫しました。（米林）

◆山行月日 2013 年 9 月 29 日
◆山行形態 一般登山
◆メンバー 米林、他 1 名
◆コースタイム 別 当 出 会 7:40　 殿 ヶ 池 10:30　 黒 ボ コ 岩

12:10　甚之助小屋 13:00　別当出会 14:30

別山～白山
●本日の山行の目的は、生まれてくる子供の安産祈願＆歯
固めの石をお借りすること。長丁場の山行で果たして行け
るのか不安がよぎるが、軽量化を図り頑張ってきました。

　朝まだ暗いうちから出発。暗い林道＆山道は不気味・・・
それでも徐々に明るくなって白山も展望できるようになり
俄然やる気が気がでる。チブリの小屋を過ぎ、急坂を登っ
て御舎利そして別山。別山でまずは安産祈願一回目。稜線
からは槍・穂高岳、乗鞍、御嶽山などなど一望できる最高
の天気。別山からは三ノ峰の小屋や赤兎山・大長山と良く
見え、こちらにも行きたい衝動に駆られるが・・・今日は
白山に行かねばならず、今度の機会に・・・。別山からは
アルプス＆白山を見ながらの爽快な稜線歩き。たまりませ
んな～。油坂を超えて南竜。どのコースを選ぶかで、時間
を考えまだ余裕があったのでアルプス展望コースへ。展望
台から再びアルプスを眺め溜息・・・。そしてやっと来ま
した室堂。以外にも人が少ない？三連休後だからかな？で、
いよいよ御前峰へ。山頂の社で安産祈願二回目＆歯固め用
の石をお借りして下山。今回の目的をコンプリート (*^^)v。

　第一子の時は一泊で来ましたが今回は日帰り。軽量化が
功を奏したのか何とか長丁場を頑張れました。さてさてど
んな子供が生まれてくるか楽しみです。。（安藤）

◆山行月日 2013 年 9 月 29 日
◆山行形態 一般登山
◆メンバー 安藤
◆コースタイム 金沢＝市ノ瀬 4:40 ～ 5:00 猿壁堰堤～ 7:35 

チブリ小屋～ 8:50 御舎利山～ 9:00 別山～
10:00 油坂～ 10:40 南竜山荘～ 11:40 アル
プス展望台～ 12:30 室堂～ 13:20 白山～室
堂 14:15 ～ 15:00 甚之助小屋～ 16:00 別当
出合＝市ノ瀬

◆天候 晴れ

百四丈の滝
●一里野～岩間温泉間が夜間、工事の為通行止め（0600 ま
で）だったので、予定変更してスキー場山頂駅から加賀禅
定道に入り、百四丈の滝初 ( ！ ) 見学を目指しました。雲
が多い分火事のように真っ赤な朝焼けと共にスタート、カ
モシカとご対面し ( ギョエ―！と驚かれました。普通驚く
のこっちでしょ）

　小屋までかなり飛ばしました。ここで大をしたりの大休
止。と、ガスが出てきて真っ白に。行くだけ行こうと展望
台へ。キツ～イ美女坂、よくぞ皆さんこんな坂、春山装備
で登るもんだ、感心します。念願の展望ポイント 10 時着、
谷間はガスが沈んで真っ白け。音だけ聞こえる、ゆっくり
待とう。奇跡を待とう。やがて雲の切れ間から、おひさま
顔だし強烈な日差し、谷間のガスがモクモクモク。龍のよ
うに舞い昇る。これはもしやと期待はしたがガスの量が半
端でない。笹のベッドで昼寝もはさみ 2 時間待ったがだめ
でした。帰りは猿と吼え合いながら下り、スキー場ではファ
ミリーに囲まれて見送ってもらいました。（ボスは怖かった
です。（能谷）

◆山行月日 2013 年 9 月 30 日
◆山行形態 一般登山
◆メンバー 能谷
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◆山行月日 2013 年 10 月 26 日
◆山行形態 秋山クリーンハイク
◆メンバー 盛田、能谷、安藤、他 1 名
◆コースタイム 三谷～川上御前～小原峠～赤兎山～非難小屋

～赤兎山～小原峠～川上御前～三ツ谷
◆天候 曇り時々晴れ

赤兎山クリーンハイク
●今年は微妙な天気で出発時間を遅らせ赤兔山ピストンに
して 4 名の少人数で実施出来た。林道と小屋周辺にはごみ
が目立ったものの登山道では殆ど無かった。ガスも切れて
谷の紅葉や白山の山頂付近までみる事が出来て良かった。
（盛田）

●台風が 2 つも接近し被害も出ているこのさなか、今回は
中止かな、自分たちもそう思っていた所、一時雨のちくも
り、みたいな予報になる。せっかく一般の方 1 名の参加も
有る事だし行くしかないでしょう！となる。集合場所にＡ
ｎｄｙ氏が最後に登場するが、ジャケットを決め込んで今
から出勤！のいでたち。「急用ができたからごめん！」、か
と思いきや防寒着代わりにそばにあったものを着てきただ
けだとのこと。びっくりしたなあ、もう。

　未舗装の林道で車の底を擦りそうなので、三つ谷の林道
分岐点をすこし入った所から歩き始める。標高 900 ～ 1100
くらい、紅葉が意外にきれいだ。林道終点から川を無事渡
渉、川上御前へ。沢沿いを行くこのルート、気持ちの良い、
個人的に好きなルートだ。昨年と打って変わって他の誰と
も会わずに 3 時間で赤兎非難小屋へ着。Ｍ田さんがとって
おきのなめこ汁を作ってくれ、いただきます！まったりと
食事を楽しんでいるうち奇跡の（？）青空が！杉峠方面の
景色を堪能した後、下山しました。（能谷）

●雨予報で中止にしようかと思ったが、予報が回復傾向
だったため出発を遅らせて昨年同様に三ツ谷から赤兎山
往復。車で林道終点まで行こうと思ったが私の車では底
を擦ってしまうため林道わきに停めて出発。天気は曇りで
本来なら鮮やかな紅葉が楽しめるのだが光が無いので今
一・・・。とは言えやっぱりこの時期の紅葉は綺麗。。のん
びり登って赤兎小屋着。盛田さんがなめこ汁を作ってくれ
てほっと一息。と・・休んでいる間に奇跡のように晴れ間
が見えるではないか。小屋の先の展望台へ行くと杉峠方面
がきれい見える。白山は頂上がもうちょっとで見えなかっ

▲会山行   Party

201310月
   

たが秋のこの景色をまた見られて良かった。

　下山は一応クリーンハイクと言うことで小屋周辺や山頂
付近のごみを拾いつつ下山。他の登山者に会わず静かな山
行でした。（安藤）

▲会間交流山行   Party

大笠山
● 10/6（日）チャムラン山の会主管会間交流登山、大笠山
へ行って来ました。21 名の参加者、うちチャムラン 13 名、
ブルーベル 5 名、でんでん 2 名。リーダーの松本さんの独
断でＡ・Ｂ・Ｃの 3 班に分け金谷さんのオリジナル体操を
しっかりとしてスタート。前泊で呑み過ぎたのか、早々に
リタイアする人あり、足がつる人など続出。猛烈な暑さで
前の人はズボンはぐしょ濡れ、何度もタオルの汗を絞って
ました。

　 紅 葉、 黄 葉 良 い 感 じ に
なって来てます。Ａ班 4 時
間で登頂、手彫りの山名の
看板（標識？）を取り付け。
これが今回の目的の一つで
もあるそうです。帰り、新
装ですっかり見違えた五箇
山荘で汗を流しサッパリ。老若（下は 31 歳）賑やかな山
行でした。（能谷）

◆山行月日 2013 年 10 月 30 日
◆山行形態 会間交流
◆メンバー 能谷、他

▲個人山行   Personal

白山お花松原
●晴れたり曇ったりの 1 日で黒ボコあたりでガスが湧き、
お池巡りコースでは黒豆が色付いていた。稜線からの展望
は期待できないのでお花松原に降るとガスが引いて此処だ
けが別天地のような鮮やかなナナカマドの紅葉が素晴らし
い。近くにいた人と今年最高の機会ではないかと話が弾ん
だ。南竜あたりの紅葉もまずまずで観光新道はこれから草
紅葉が見頃。やはりお花松原は静かで素敵な場所です！

（盛田）

◆山行月日 2013 年 10 月 7 日
◆メンバー 盛田
◆コースタイム 別当 6:00 ～室堂 9:10 ～分岐 9:45 ～お花

松 原 10:40 ～ 11:50 ～ 室 堂 13:00 ～ 南 竜
14:00 ～別当 16:00

◆天候 曇り時々晴れ

天狗池（槍ヶ岳）
●先週の会山行が流れたので、個人山行で計画をする。

1 日目　あかんだなＰはすでに満車状態、連休だった事を
思い出す。上高地もすでに人で一杯、まだまだ山ブーム（？）
若い人達も一杯でした。木々が色付いていて綺麗、明神を
眺めながら林道を歩く。まだ陽も当たらず、朝の冷え込み
で横尾まで歩いても身体がまだ寒い。本谷の橋でも休憩の
人達で一杯でした。いよいよ人混みと別れここからがバリ
エーションルートです。休憩をしながらルート観察。藪の
中にかすかな踏み跡が有り此処だと信じて入って行くと岩
に印が有り、古いフィックスロープも有り間違いない事を
確信。ひと安心する。沢に降りてからは右岸、左岸を渉り
歩く。水量が少なかったので楽に渉れたので良かった。大
きな岩が有ると時々藪の巻道に上がったりもする。涸沢出
合を過ぎ二股では北穂の左俣が見えてくる。急なガラ場で
凄みが有ります。私達は右俣、ひたすら沢を詰めて歩く。

段々と傾斜が増し、最後の斜面を乗り越えると谷が一転し
てカールの底に着き、大草原が広がっていました。黄金平
です。屏風岩を常に眺め、穂高の稜線、横尾尾根も素敵。
そんな素晴らしい場所でビバークです。私達を含めﾃﾝﾄは 4
張、静かな夜でした。

2 日目　薄明るくなった頃にスタート、かすかなトレース
を辿る。南岳の頂上と小屋が天空のラピユタのように稜線
から飛び出て浮かんでいるように見える。そして南岳カー
ル、第二の涸沢とでも言われています。素晴らしい眺めで
す。天狗のコルを目指して歩く。ルートは下調べで分かっ
てはいたが、いざ歩いてみるとﾙﾝｾﾞ内はガラガラな岩です。
さらに急な傾斜では浮石も多く一歩一歩慎重に歩く。最後
のザレ場が核心？乗り越え稜線（尾根）に出ると一般道に
合流しました。ここからはペンキ印も有り、南岳から降り
て来る人達もいて急に人が増えて賑やかです。コルから長
かったカールの底を眺め天狗池を目指す。紅葉は終わりに
近かったがナナカマドの実が真っ赤で綺麗でした。池に
着くと真っ青な空に池に映る逆さ槍が見えました。ハッピ
バースデイの歌と共にケーキで誕生祝いをして貰っている
子、各々のポーズや構図で逆さ槍を写している人達、皆楽
しそうな笑顔です。念願のルートから天狗池に来る事が出
来て幸せ、青空で暖かく心地よく大満足。私達もゆっくり
休憩をしました。

　名残惜しいけど、帰りはまだまだ、先は長いので出発で
す。槍を眺めひたすら歩く、槍沢から横尾、上高地。終バ
ス前に間に合い長い 2 日間の山が終る。（中嶋セ）
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◆山行月日 2013 年 10 月 13 日～ 14 日
◆山行形態 バリエーション
◆メンバー 中嶋セ、松井
◆コースタイム

大猫山～猫又山～大窓周回
●久しぶりに日曜が休み、体がなまってるので YASUHIRO
先生に連絡してハードな山行を企画してもらい馬場島に集
合。3 時前に出発し大猫の急登をゼイゼイ言いながら登る、
寒いのでまだマシで夏場なら地獄でしょう。遠く笛の音、
規則正しく鳴っていた。先行者か？遭難者か？鳥の鳴き声
か？亡霊か？ 3 人でいろいろ想像しながら先を進む、30 分
後に先行者に追い着いた。彼はずっと笛を吹き続けていた、
クマよけの為らしい。薄暗い大猫山頂に着き休憩、五竜と
鹿島槍の間から朝日が登ってきた。剣の頂は新雪をまとい
幻想的、しかし紅葉は台風が全部散らしていた。

　猫又山頂付近は霧氷ができ綺麗、写真撮って速攻下る、
寒くて居られない。ブナクラ乗越で栄養を取り、赤谷山へ
登り返す。谷を詰めてきた先行者を次々と追い越し山頂に
到着、紅葉はないが絶景です。凍った笹が溶け出し靴は濡
れ足が冷たい、おまけに 2 か月ぶりのハードな山行でこの
先超人の 2 人に着いていけるか心配だったが赤谷山から先
は北方稜線。藪漕ぎ、ルート開拓、岩壁…僕の出番です。
あまり人が行かないので藪が濃い、背丈以上だが慎重に
ルートを選び突き進む、立ちはだかる岩も上手く切り抜け
完璧に役目を果たした。

　大窓からは浮石だらけのガレ場を慎重に行くが登りと違
い下りなのでどうしても落石を起こしてしまう。なるべく
上下一直線にならずに素早く危険地帯を通り抜けた。小窓
からの合流地点からは安全地帯で河原歩きになるが疲労が
溜まり辛い、髭も古傷が痛そう。雷岩から下はずぶ濡れで
渡渉し馬場島へ。体力作りもでき楽しい山行でした。。（形屋）

10/13　金沢 3:30　あかんだな 6:20　上高地 7:20　徳沢　横
尾　本谷橋　　黄金平 14:30
10/14　ビバーク地 5:30　天狗のコル 8:30　天狗池 9:30　槍
沢ロッジ 12:00　上高地 16:30　　あかんだなＰ　入浴　食事　　
金沢 21:00

◆山行月日 2013 年 10 月 13 日
◆山行形態 周回登山
◆メンバー 形屋、他
◆コースタイム 馬場島 2:48 ～大猫山 5:17 ～猫又山 7:40 ～

赤谷山 10:07 ～白ハゲ 12:23 ～大窓 13:10
～馬場島 16:25

猫又山
●週末に降った初雪で立山、後立の稜線は白く輝いている。
登山口では堰堤奥の崩壊による工事中で大猫山登山道横に
レールが敷設してある。大猫平まで登ると剱の展望台、あ
と一登りで楽しい稜線漫歩と唱えながら黙々と登った。大
猫平はここで引き返しても良いくらいの素敵な場所でもあ
る。猫又山の草紅葉、峠の紅葉も色よく、登山道は全体に
草刈りしてあり歩き易くなっていた。（盛田）

◆山行月日 2013 年 10 月 14 日
◆メンバー 盛田
◆コースタイム 馬場島 5:30 ～登山口 6:00 ～大猫山 9:00 ～

猫又山 11:00 ～ 11:50 ～ブナクラ峠 13:20
～登山口 15:00

◆天候 晴れ

野谷荘司山
●手っ取り早く山頂に着きたい思いで選んだ今回の山。
スーパー林道の三方岩駐車場は紅葉狩りの車で一杯だっ
た。何度か歩いたことのあるコースだったが意外と遠く感
じた。ようやく到着した山頂は風が強く、寒かったので馬
狩方面との分岐まで戻って昼食。三方岩岳から先は、三組
の登山者と会うくらいで静かだった。紅葉もそろそろ終わ
りの晩秋漂う山歩きを楽しんだ。（米林）

◆山行月日 2013 年 10 月 14 日
◆メンバー 米林、上西、他
◆コースタイム 松任 7:40　スーパー林道三方岩駐車場 9:40

～三方岩岳 10:20 ～野谷荘司山 12:00 ～三
方岩岳 14:20 ～三方岩駐車場 15:00

北穂高岳
●久々の山での泊まり、紅葉には遅いだろうが、かの涸沢
にも行った事がないので、上高地から北穂高を目指しまし
た。Ｐに着きいざ出発と思ったらトラブル！おんぼろザッ
クのメインのファースナーが完全に壊れた。半べそかきな
がら 30 分以上格闘したが直らない。天気もイマイチこの
まま引き返す事も頭をよぎったが、バックルで締めれば何
とかなるか？ 計画より 1 時間以上遅れ小雨の上高地を出
発、4.5 時間で涸沢小屋着でほぼ計画に追いつく。ひと息つ
いていよいよ北穂へ。

　北穂への登り 5,6 歩登ってすぐに気付いた。ここまでの
登りと違う、やけに荷物が重く感じる、息が上がる。 疲れ
が出たのか、寝不足、高山病？自分の経験の中で一番の急
登ではないかと感じる。動悸息切れ、立ちくらみ的症状、
標準タイムの 3 時間超えても着かない、あまり経験のない
状態。とっておきの練乳を引っ張り出す。どうにかこうに
か標準タイムに 20 分遅れで 16:00 北穂高小屋にたどりつ
く。山頂では 360 度の展望！他の登山客 7 人と談笑しつつ
生ビール、極上夕食で至福のひと時。翌朝アイゼンが無い
からと停滞組も出る中、5 ｃｍの積雪の中若者 2 人組と下
山開始。この 2 人はマラソンランナーと自転車選手で横尾・
上高地間 11 ｋｍを走るようす。前回槍に来た時 1 時間チョ
イで走ったらしい。私もつられて走ったがすぐに見えなく

なる。もう会うこともないと思っていたが平湯の温泉の中
で再会！一人が膝を痛めていて後半歩いたらしい。一緒に
昼食をとり山岳会に入る事や白山登山を勧める話をして別
れた。思い出に残る山行となり皆さんに感謝いたします。

（能谷）

◆山行月日 2013 年 10 月 19 ～ 20 日
◆山行形態 一般登山
◆メンバー 能谷
◆コースタイム 10/19・・740 上高地－ 930 横尾－ 1210 涸

沢小屋 1240 発－ 1555 北穂高岳山頂
10/20・・650 北 穂 高 小 屋 － 820 涸 沢 －
1005 横尾－ 1205 上高地
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◆山行月日 2013 年 11 月 13 日
◆山行形態 山スキー
◆メンバー 形屋、他 2 名
◆コースタイム 別当出合 3:00 ～甚之助 4:48 ～山頂 7:24 ～

7:51 ～黒ボコ岩 8:37 ～甚之助 9:30 ～別当
出合 10:40

五箇山（世界遺産）
●退院した当日、天気が良いのでリハビリと歩行訓練と称
し杖を持参し 1 時間歩いてみた。体力が激落ちしてました。
（中嶋ダ）

201311月
   

白山
●前日に別当に入り車中泊、一人宴会して明日に備える。
皆も車中泊予定だ。路面はうっすら積雪がありワクワクし
ながら就寝した。目覚ましが鳴り支度して外に出ると 5㎝
程積もっていた。ちょっと期待外れ。3:00 に出発した。吊
り橋は板があり安心して渡り、とりあえず中飯場へ速攻で
登る。休憩後先頭交代しながら甚之助小屋まで行く。甚
之助で 20㎝くらいあり、ここからはシールを付けて登る。
キュッキュッと音を鳴らし久しぶりの感覚に気分は上昇、
登山道をスキーで高度を上げる。十二曲りの急登を息切ら

▲個人山行   Personal

◆山行月日 2013 年 11 月 2 日
◆山行形態 リハビリ
◆メンバー 中嶋大介、中嶋勢津子
◆コースタイム ゆっくり
◆天候 快晴

し黒ボコに到着、薄暗い空は抜けていたが山頂は見えな
かった。ここで防寒対策。山頂に向け出発、弥陀ヶ原は木
道が出ていた。五葉坂をパスして沢筋を詰めていく。

　右手に室堂宿舎がかろうじて見えた、誰もいないだろう。
今日は僕たち 3 人の貸切だ。だが、寒い厳冬期並だ。この
先はハイマツに行く手を阻まれ苦労した。もうちょっと積
雪があれば快適なのだが仕方ない。山頂直下では視界が無
く GPS で位置を確認して登り、奥社に到着。2 礼 2 拍手 1
礼して安全祈願した。シールを剥がし雪が着いている斜面
まで移動し、いよいよ滑降。ガリってもお構いなし、初滑
りを楽しんだ。しかしまたハイマツに阻まれ苦しい滑りに
なったが何とか黒ボコに到着。下界は視界があるが上は相
変わらず雲の中、晴れた日に会いに来るよ！休憩してちょ
こっと滑り滑降終了。板を担ぎ別当まで下山した。県内で
1 番に初滑りでき 3 人共満足でした。（形屋）

小佐波御前山
●展望がよく手軽に行けるお気に入りに山のひとつ。リハ
ビリを兼ねて入山。時間が早かったので先行後続の登山者
とも登山道、頂上で会わなかった。小屋から頂上に向かっ
た。残雪期と違い胸まである背丈の藪に覆われて道が隠れ
ている。剱を見ようと立ち止まった。すぐ近くでガサガサ
と何かが横切っている。勢津子さんが「何？」「何？」とあ
わてている。黒い何かが、でも見えない。パニック、「ぎゃ
ああ」「こらああ」二人あわてて叫びながら後ずさり、怖かっ
た。小屋まで戻り休憩していると、後続の女性一人が頂上
方向に向かっている。声をかけようか、と躊躇してる間に
行っちゃった。後日ＦＢで報告したら、その山に詳しい人
から最近、よく遭遇するらしい。熊さんに。（中嶋ダ）

◆山行月日 2013 年 11 月 16 日
◆山行形態 リハビリ
◆メンバー 中嶋大介、中嶋勢津子
◆コースタイム ゆっくり
◆天候 曇り

医王山（西尾平～白禿山～夕霧峠）
●昼から時間が空いたので義兄を誘って、秋山を楽しむ。 
（中嶋ダ）

◆山行月日 2013 年 11 月 17 日
◆山行形態 リハビリ
◆メンバー 中嶋大介、中嶋勢津子、他 1 名
◆コースタイム ゆっくり 3 時間くらい
◆天候 晴れ

福知山
●新雪を求め岐阜県福地温泉の里山に行った。ここもお気
に入りに山。晴れ予報なのに曇り空で展望が微妙。登山口
では長野から来たという 10 人パーテイが体操をしていた。
先行するも健脚の 5 人に抜かれる。期待していた雪も少な
くジグザグ林道も夏道と変わらない。ショートカット出来
ずザックに着けたままのかんじきの出番なし。歩く時間よ
り車に乗っている時間のほうが長い。何処の山でも晴れて
ないと感動もイマイチ。（中嶋ダ）

◆山行月日 2013 年 11 月 24 日
◆山行形態 リハビリ
◆メンバー 中嶋大介、中嶋勢津子、他 1 名
◆コースタイム ゆっくり 5 時間くらい
◆天候 曇り

北丈競山
●忘年会の前に『なめこ』をと丈競山へ。龍ヶ鼻ダムか
ら登山開始。ここは旧道と新道があり、なめこは旧道に
あったとの情報から旧道を行くことに。まずはいきなり急
登。一登りするとブナ林になり早速なめこを探しながらの
登り。途中で尾根へ行く踏み跡とトラバースしていくコー
スと分岐しているところに出る。はじめトラバースルート
を行ったが地図上は尾根を辿ることになっているので引き
返して尾根ルートへ。しかしどちらかと言うとこっちが間
違い？なのか踏み跡が不明瞭でプチ藪漕ぎの様。やっと正
規？ルートへ戻って歩きやすいことこの上ない。そして
徐々に雪が増えひざ下ラッセル。北丈競山へ着いたところ

で時間切れ。昼食を取って下山。下山でもここはと言うと
ころを探るが・・・雪が邪魔？しているのかなめこ見つか
らず・・なめこや～いどこ行った？？最後先週はあったら
しいところも取られているのか収穫無く。がっかりで終了。
なめこは雪ノ下に眠ってしまったのでした・・。（安藤）

◆山行月日 2013 年 11 月 30 日
◆山行形態 なめこ取？山行
◆メンバー 鮎川、安藤
◆コースタイム 龍ヶ鼻ダム新登山口 8:00 ～ 11:00 北丈競山

～ 13:40 登山口
◆天候 晴れ時々曇り

八海山
● 11 月末。ふらりと。スタートが遅かったのでロープウェ
イから。紅葉シーズンは終わっていましたが連休のため大
渋滞。八峰の鎖は順番待ち。数年前にフウロで来たことを
思い出しながら、のらりくらりと独りの山を楽しみました。
（河崎）
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金毘羅山（京都）
●冬に岩場のアイゼントレーニングするのに、天気が良い
関西の岩場に行くことになった。初心者でも取り付ける岩
場で 2 年前に勢津子さんとクライミングに行ったところ。

　鯖江で鮎川さんと合流し 1 台で向かう。朝から雨、でも
京都方面は北陸と気候も違うはず。と疑いもせず。現地に
近づくも一向に回復の兆し無。岩場が濡れているとグレー
ドも増すし、嫌だなと思いつつ到着。民家農道に車を止め
準備開始。雨具を身に着けた時点で、ありえない。普通だっ
たら即中止でしょう。でも遠距離で高い交通費を使い、誰
かが中止の決断を・・・言ってくれるのを待つが誰も言い
出せず黙々と進行中。講師の鮎川さんバイルも持って完全
冬山装備の姿。足元に目をやればプラブー（プラスチック
ブーツ）に目がテン。ガムテープで補修あり。山道具のア
イテムにガムテープがあればＯＫとの事。

　登り 20 分くらいで岩場に到着。当日もツアーの団体や
地元の学生ワンゲルグープなど多数同じコースに順番待ち
状態。ハーネスを着けカラビナを取出している頃から雨も
上がりヘルメットを付け、アイゼン（私だけ今回は 6 本爪）
みんなは 12 本、鮎川さんは菊さんと弘江さんの 3 人と中
嶋は勢津子さんと組み交互に登りました。壁が濡れていて
滑るし登山靴（私だけアプローチ靴）にアイゼンで登るの
でいつもと勝手が違い必死でした。システムの確認、ロー
プワーク緊張するも楽しかったです。その後は別の壁でク
ライミング練習。遅くなりヘッドランプを付けて下山しま
した。12 月暗くなるのも早いですよね。充実感で完全燃焼
でした。弘江さん企画ありがとう。（中嶋ダ）

201312月
   

▲個人山行   Personal

◆山行月日 2013 年 12 月 8 日
◆山行形態 岩トレ
◆メンバー 鮎川弘江、菊、中嶋大介、中嶋勢津子　、鮎

川さん
◆天候 くもり

立山ワンデイ
●ずっと天気が悪いが天気予報は回復だ、立山ワンデイに
挑む。今日は絶対に敗退しないぞ！ 3 人共同じ気持ちだっ
た。2 時発予定だが気合入りすぎて 12 時に到着、しばら
くで YASUHIRO さんも到着。1:10 に出発した。今日は皆
PON2OON 髭ちゃんはこけら落としだ。重いスーパファッ
トを担ぎ標高差 500 ｍの階段を担ぎ上げる、早くも汗だく
になり美女平に到着。雪がしんしんと降っており積雪は 15
センチくらい、ここからシール登行開始。忍耐のアルペン
ルートラッセルの始まりだ。

　暗闇のラッセルを黙々と 3 人で回しトレースを付けてい
く。途中でショートカットをするが雪が少なく藪が多く帰
りは使えそうにない。弘法を過ぎたあたりから明るくなり
始める。雪は止み上空が抜けてきた、気温－ 10℃で寒い。

この辺りからはショートカットしても藪が隠れどこでも歩
けた。さらに進み弥陀ヶ原に到着、休憩後道路から外れ斜
面に取り付き旧登山道のルートをたどる、空は快晴となる
が風向きで地獄谷の臭気が漂っていた。

　急斜面を登り上げたら後はトラバースだが 2㎞チョイ先
の天狗原との高低差は 300 ｍ。ここに合流するには忍耐力
が必要。高度を上げ過ぎず帰りに滑ってこれるようにしな
ければならない。GPS で確認しながら到着。後はまた道路
に沿って室堂へ行く。室堂にはスノーシューの新しい足跡
があった。誰かが泊まり込んでいるのか？休憩したら一の
越へ向かう、目の前に立山がそびえ滑るルートも見えるが

真新しい雪崩の跡があった。斜面を観察しながら進み強風
の一の越に到着、ここはいつ来ても寒い。アイゼン履きス
キーを担ぎ山頂へアタック、北アルプス 3000M は晴れてい
ても厳しいです。強風にさらされた髭ちゃんは鼻に凍傷を
負た。地獄の尾根を登り山頂に到着、記念写真撮ったら滑
降。

　今日は山崎カールに飛び込む。1 人ずつ雪崩に警戒しな
がら降りていく。写真を撮りながら滑降、髭ちゃん今日も
ダイナミック。勢いづいて転倒…止まって良かった、カチ
カチなら落ちていた。カールのパウダーを楽しみ室堂に到

◆山行月日 2013 年 12 月 8 日
◆山行形態 山スキー
◆メンバー 形屋、他 2 名
◆コースタイム 別当出合 3:00 ～甚之助 4:48 ～山頂 7:24 ～

7:51 ～黒ボコ岩 8:37 ～甚之助 9:30 ～別当
出合 10:40

着、後はトレースに乗っかり帰るだけ、幸運にも弥陀ヶ原
から下は曇りで雪が腐っておらず快適に降りれた。美女平
からはまた板を担ぎ階段を早足で降りた。（形屋）

焼岳
●今春ＧＷ、想定外の悪天で踏めなかった焼岳北峰に再度。

12 月 8 日。快晴。新穂高温泉 / 中尾温泉より入山行程約
10 時間（↑ 6h ↓ 3h20）6:00 駐車場－ 9:30 中尾峠－ 12:00
山頂－ 12:40 下山－ 16:00 駐車場

　今期初冬山、冬山初ヘッデン、0℃でスタート。雪崩の
心配を考慮して北陸からはアクセスもよい中尾ルートで入
山しました。夏でも比較的静かなコース。この日は私たち
を含め入山者 5 名でした。中尾峠までは夏道を忠実に。先
回は雪上道迷いで夏道を歩かなかったので、原因や軌跡を
検証したり久々にダイヤモンドダストを見たり。幸い数名
のトレースがありラッセルが助かりました。

中尾峠からが本番。先行者 3 名が先に登っていました。快晴。
中尾峠から焼岳を見上げることができ、ルーファイはあま
り必要なさそう。とは言え、下山時天候が急変する恐れも
あるので、コンパスをしっかり合わせました（今回も GPS
間に合わず）。標高 2,200m くらいで雪がクラスト状になっ
てきたのでピッケル、アイゼンに切り替え。途中、下山中
の先行者の青年に対面。登頂はしていないと。山頂直下の

巨大岩の付近まで登ると、他の二人組も下山し始めていま
した。何故？…ああ、ここかと。本日の核心部に。

　先行者が引き返した巨大岩下のトラバース。とりあえず
自分が先行。ピッケルもアイゼンもよく効くし、見た目よ
り雪面状態良好。しっかり足場が作れました。核心部を過
ぎ、目指すは頭上の稜線。もはや先行者がいないので一番
手で相方がラッセル。大変だったと思います。

稜線に出るとまた素晴らしい景色が広がりました。安房側
の南斜面が見え、そちらは日当たりが良く明るい印象。こ
こにきてようやく人に遭遇。特にトップを目指したわけで
はないですが、後方パーティが来ないので相方がそのまま
先行。岩と雪のミックスをアイゼンワークで登攀。登頂か
と思いきや更にまた雪面。登ること数分。ようやく登頂。
そこは更に素晴らしい天空の世界でした。360 度の大展望。
富士山、南、中央アルプス、立山は残念でしたが黒部源流
の山々も。そして地元白山。歓喜の声が自然と。

　40 分ほど山頂を満喫して下山。下山は最も慎重に。焼岳
の北斜面は日影が多いのですが、でもそのおかげで中尾峠
からこれまで見たこともない幻想的な自然現象を見ること
ができました。映画のように本当に美しくて。それからは
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ＫＣＷ（金沢クライミングウォール）
● 年 末 に 外 岩 に 行 く の で 練 習 を す る。 体 が 重 い わ。 
（中嶋ダ）

◆山行月日 2013 年 12 月 15 日
◆山行形態 人口壁
◆メンバー 中嶋大介、中嶋勢津子

桜が池クライミングセンター
●年末に外岩に行くので練習をする。体がさらに重いわ。 
（中嶋ダ）

◆山行月日 2013 年 12 月 21 日
◆山行形態 人口壁
◆メンバー 中嶋大介、中嶋勢津子

姫路の山神社
●年末大雪の北陸から脱出し関西方面へ向かった。初日は
兵庫県姫路の山神社でのクライミング。ルート偵察に時間
がかかり、取り付きは午後から、すでに 3 組先客あり。ト
ポ図の印刷漏れでグレードが解からずにいたら隣の人から

◆山行月日 2013 年 12 月 28 日
◆山行形態 外岩クライミング
◆メンバー 中嶋大介、中嶋勢津子
◆天候 小雪

日和佐クライミング
●山行計画では四国にある日本 2 百名山に登る予定でした
が四国も雪予報でマイナーな山は登山する人も少ないと判
断し百名山のひとつで剣山に登る事とし、徳島県に入った。
ありえない大雪で剣山登山口に向かうもＲ 438 の除雪が間
に合わず登山中止にしました。

　急遽、太平洋側に出て日和佐にクライミングが出来る
コースがあると聞いていたので、偵察に行った。ボルダー
する場所はすぐに分かったが、手も足も出ず沈。ならばリー
ドクライミングする場所に移動するも場所特定できず岩場
の散策で日没。（中嶋ダ）

◆山行月日 2013 年 12 月 29 日
◆山行形態 ボルダークライミング
◆メンバー 中嶋大介、中嶋勢津子
◆天候 雪 / 晴れ

石鎚山
●四国の山なめてました。石鎚山は厳冬期の様子。2 の鎖
鳥居で時間切れ引き返しました。後、1 時間あれば頂上か。

例年稀にみる大雪で四国の雪になれていない都市では積雪
にも関わらづず車のタイヤはノーマルでよく運転できると
感心する事しきりでした。31 日今年最後の垢を道後温泉で
流しました。（中嶋ダ）

◆山行月日 2013 年 12 月 30 日
◆山行形態 雪山
◆メンバー 中嶋大介、中嶋勢津子
◆天候 雪 / 晴れ

親切に教えてもらった。端に居た女性 3 人は兵庫労山の
グループで石川労山と言ったら、またまた親切にトポ図を
ファイルごと頂き感謝感激でした。その後 3 本登ったくら
いで雪が舞い始め終了とした。ボルト間が遠いので恐怖の
コースでした。グレードの高い所では兵庫労山の女性たち
が果敢に取り付いていました。モチベーションが高いのに
驚きました。（中嶋ダ）

淡々と下山。一度も腰を下ろしていなかったので足の痛み
に耐えながら駐車場まで一気に下山しました。16 時ジャス
トで駐車場着。快晴のこの日、殆ど人に出会うこともなく、
静かにそして私なりに会心の冬山を経験することができま
した。

　反省点はポロポロ。ヘルメットとロープを車に置いてき
たこと。参考写真をうのみにしました。結果的に何も無かっ
たですが、滑落、落石を考慮したらやはり装備して行くべ
きでした。（河崎）

米山（新潟・柏崎）
● 9 月以降山に登っていなかったので体力に不安があった
が、ワカンハイクしたくて参加した。また、米山は高速道
で長野方面へ行く途中でいつも眺めていたので一度は登り
たいと思っていました。ワカンを付け思いのままに斜面を
登れる静かな冬山ハイクは楽しい。山頂まで登れなかった
が、中間点の 770 ｍピークで天候が回復して米山山頂や日
本海が眺められて良かった。米林さん、スローペースの私
に付き合っていただき有難うございました。（藤木）

●以前から興味があった新潟県の米山に 7 人で行ってきた。
当初 5 人の参加者でしたが例会でジョアンナ、宇都宮が参
加する事になり大歓迎。若い人へ前にどんどん行ってもら
い、電車道の後方を歩けば楽ちん何て軟弱な考えが。少々
狭いが 1 台のミニバンでわいわい乗っていく事で山談義も
悪くない。一人運転は辛かったけど、それもまた楽しい。

　登りは若者と思っていたが、弘江さんがずっとトップの
座を。さすがです。ピッケルを持っていたので自分の力で
体を保持していながら、引上げ登って行く。凄いです。私
はストックの力を借り最後尾を歩くも自分の重さで体が沈
む。さすがです？

　急登を登りつめ尾根に出ると展望が開けた。が景色はみ
えず、自分のピッチで登る藤木、米林をおいて（二人なら
安心）黙々と先に進んだ。途中ばらけるも迷う道はなく、
トップ 3 人、中間 2 人、後方 2 人で行動する。何度か後方
2 人を待つが来る様子もないので、藤木さんが何メーター
付近までと決めていたことを思い出し先頭を追った。

　稜線に出たころから風も強く氷の塊も顔に当たり心が折
れそうになったとき、小屋が見え隠れしたので、もう少し
で着くと、頑張りました。小屋に入って勢津子さんの持っ
てきたアツアツおでんを食べていると、窓が明るいので外
に出ると青空が、そして、日本海がきらきらしていて（日
にあたった雪がキラキラかも）抜群の展望が開けて見えま
した。小屋の上にある頂上で記念撮影、弘江さんの雄たけ

20141月
   

▲会山行   Party

びを聞いて下山開始しました。あっというまにジョアンナ
が。宇都宮が「君たちスピード違反ですよ」

こんなところ登ったんだね。急斜面をいっきに下り無事下
山。米林さん、藤木さん、とも下山口で合流でき誰も待つ
ことなく岐路に着いた。（中嶋ダ）

●数日前から大雪で寒波の天気予報も出ている。ルートも
大平コースは日本海の風が直接当たるので積雪量や、無事
頂上にたどり着けるか等の不安もあったが決行する。曇り
空の中登山口を出発する。新雪のフカフカ雪、若いメンバー
がガンガンラッセルをし、トレースをつけてくれているの
で有りがたいです。後方隊は久しぶりの山で足が重い、

　また風邪気味や腰痛持ち、体力に不安を抱えている等そ
れぞれ理由はあるが皆頑張っています。杉林からブナ林
に変わる頃には回りの展望も開け時々青空も見え始めて来
る。頂上小屋で泊まったパーテイが降りて来るとトレース
が繋がりお互いに喜ぶ。ブナの急登を終えると木々がなく
なり海からの風が直接顔に当たり辛い。

　ふと見上げると頂上小屋が見えた。寒さで早く小屋に入
りたいと足早に（気持ちは）急ぐ。ふきだまりで小屋は片
方が埋まっている。小屋内で暖を取っている内に段々と窓
が明るくなってくるではないですか！勇気を出して皆で一
斉に外に飛び出すと青空の下大パノラマが広がっていたの
です！！田園風景に高速道路、川にかかる橋、そして日本
海、反対側を見渡せば真っ白の妙高方面、本当に素晴らし
い展望です！　改めて米山がこんなに素敵な山だった事に
驚き！今度は季節を変えてまた登りたいと思いながら下山
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●冬の米山、直前になって下牧登山口案も浮上したが、大
平口で正解。柿崎 IC を下りて国道を米山方面へ少し走ると、
右手に右折の案内板がありそこを直進するとほぼ突き当た
りに大平登山口の駐車場があった。積雪はしっかりあり、
ほぼスタート地点からワカンを装着する。

　鮎川、ジョアンナ、宇都宮の先発隊の力強いラッセルの
お蔭で、苦労なく歩くことができた。急登を少し登ると、
右手に青い日本海が雪の木々の間から見ることができた。
時折冷たい風が吹くが、汗をかいているので気持ちが良い。

　711 ｍ手前の見晴らしの良いところで一旦全員集合し記
念撮影。その後はそれぞれのペースで頂上目指して歩き出
す。最後の急登 750 ｍ付近で吹雪になり始め、みんなと離
れた私と藤木さんは時間的にもきつくなってきたので、そ
こで引き返すことにした。

　711 ｍ地点に戻る頃にはすっかり青空になっていた。後
ろを振り返ると、白い山がどーんと見える。そしてその
頂には小屋が二つとこれから下り始めるらしいうちのメン
バーたちがくっきり見えた。やっぱり米山っていいな。み
んなに追いつかれる前に下山しようと思っていたら、もう
少しのところでジョアンナと宇都宮君が走り下りてきて、
ちょっと残念。風邪がスッキリせず迷った末に参加したが、
きれいな景色と楽しい仲間のおかげで元気に下山できた。
感謝です！（米林）

◆山行月日 2014 年 1 月 12 日
◆山行形態 雪上ハイキング
◆メンバー 米林、中嶋大、中嶋勢、鮎川、ジョアンナ、

宇都宮、藤木
◆コースタイム 松任 4:50 －大桑公園 5:30 －高速柿崎 IC で

下りて柏崎市柿崎地区大平集落
大平登山口　駐車場 9:00 ～ 711 ｍ地点～
750 ｍ付近 11:30　で引き返す（藤木、米林）
登山口着 14:30　　金沢着 19:00

◆天候 曇りのち雪

しました。入浴が終り帰る頃には強風とみぞれ雨、タッチ
の差で寒波がずれた様子、皆で喜びました。

　高速道路を走っていた時いつも気になっていた山、低山
だけど形がカッコいい。厳冬期に登りたいという念願が
叶い嬉しい限りです。またいつか車を走らせる時、今度
はこの綺麗な雪景色を思い出すだろうなと思いました。　　　　
有難うございました。（中嶋セ）

●たかが 993 ｍされど 993 ｍ。私がフウロに入会し 6 か月、
初めて会の企画山行に参加します。新潟の低山だけど素敵
な山らしい。まずは、準備運動をしてから出発です。最初
は先行する単独者のトレースの跡を行き、途中で交代し
我々が先行します。前日のトレース跡が積雪の下に隠れて
おり、そのトレースにうまく乗れば膝ラッセル、外せば膝
上の苦しいラッセルです。息も切れつつ今年初のラッセル
をしていると数人下山者とすれ違う。登ってくる私を見つ
けて「ここからはトレースがあるぞ、これで生きて帰れる
ぞー」と喜んでいる。私の方が、助かった！です。

　先発してラッセルする必要がなくなり、後ろのメンバー
を待って、一緒にパチリ。650 ｍからトレースばっちり！
なので、のんびりと進む。傾斜が強まる手前で 2 名が折り
返す。稜線上は立木なく風強し、部分的にトレースは消え
雪面はクラストしていた。真っ白な世界となり、少し焦っ
たがすぐに小屋を発見でき、さっそく小屋でランチタイム。
勢津子さんから暖かいおでんを頂きあったまります。寒い
けど山頂で記念撮影と思い、小屋のドアを開けると「まさ
か！」まぶしいほどの青空が広がっている。日本海一望で
す。素晴らしい～、今年初の喜びの雄叫びをあげました。
しかし、寒い！カメラのレンズが凍り、手もかじかみシャッ
ターが中々押せません。海に近いこの山は季節風が強く
1000m 以下の山ですが、ちょっとだけ厳冬期の冬山気分を
味わいました。

　下山はジョアンナを先頭に宇都宮君が尻シェードで斜面
を駆け下りて行く。この 2 人、この後駐車場まで姿を見る
ことはなかった。天気予報で悪天強風も予想されたけど、
お天気が変わる寸前に登頂下山してきました。帰る車中で
は雨風が激しく、ギリギリセーフ！

　PS．登りの途中、背後から四つん這いのお兄さんが突然
現れた。「雪山ではこの方が早いですよ。」あっという間に
追い抜かれ、残ったトレースを見るとやはり手足の跡。（足
は長くつ）　「米山に珍獣あらわる。」でした。（鮎川）

王子ヶ岳
●岡山県倉敷市の王子ヶ岳に行った。駐車場からアプロー
チ徒歩 10 分大きな石が点在。親子、家族、学生グループ
がボルダーマットを敷いて楽しんでいた。お金のかからな
い楽しみ方を満喫している。クライミングブームなのか多
くいた。頂上から無理な姿勢で勢津子さんを引き上げたら
お互い体を壊してしまった。沈・・・・（中嶋ダ）

◆山行月日 2014 年 1 月 1 日
◆山行形態 ボルダー
◆メンバー 中嶋大介、中嶋勢津子
◆天候 雪 / 晴れ

八ケ岳（編笠岳＆西岳）
● 1/3　移動だけなので午後発、登山口近くの道の駅「小
淵沢」で仮眠をする。

1/4　富士見高原の登山口で車は 5 台程、群馬の仲間とも
合流し出発です。雪は少なく感じる。林道から西岳の分岐
を見送り樹林帯に入って行く。樹林帯と言っても木々の間
がうっすらとしているので、時々風が通り寒い。高度を上
げるにつれ視界も開けてくる。南アの甲斐駒や仙丈、北岳、
真っ白の雪を被った姿が一際綺麗で、人を寄せ付けないよ
うな凛とした姿がかっこ良いです。

　シラビソの木々も低くなり森林限界を超えると途端に強
風が直撃、フードを被っていても寒く、そのゴロゴロした
稜線歩きが辛かった。頂上も寒くザックを置く間もなく青
年小屋に向けて歩く。冬季小屋は綺麗で快適ですが、昨年
まで有ったと言う布団が無い！！実はその布団を見越し、
マットも持たず夏シュラフだけ持参していたのです。失
敗！！持っているもの着たり敷いたりはするが寒い。作っ
た水も凍り雪の結晶、ダイヤモンドダストが部屋の中でキ
ラキラ舞っている。寒く長い夜でした。

1/5　快晴、小屋の横から富士山が見える。とても綺麗で
これを見られただけでも此処にきた値があるといっても良
い位で新年そうそう皆大満足の笑顔でした。権現に向けて
出発。ノロシバまで来るとさらに南アから八ケ岳の阿弥
陀岳、主峰の赤岳等素晴らしい展望です。でもここから先
が岩場の始まりで、怖そうなトラバースが見える。軽装備
では不安なのでここでストップし一旦小屋に戻り西岳経由
回りにします。日帰りで西岳に来るパーティも沢山いまし

◆山行月日 2014 年 1 月 4 日～ 5 日
◆山行形態 冬山
◆メンバー 中嶋セ、菊

護摩堂山
●今年初めての山行は一番お手軽で大好きな山へと出かけ
る。取立山は沢山の登山者で賑わっていた様だがこちらは
誰もいない、スノーシューを着け足音を聞きながらの静け
さである。モンスターの樹間を抜け山頂からの眺めは最高
だがとても寒かった。後から来たスキーヤーと入れ替わり
にまっさらな斜面を気ままに歩き満足して帰る。（盛田）

◆山行月日 2014 年 1 月 5 日
◆山行形態 雪山
◆メンバー 盛田
◆コースタイム 登り 2H 降り 1H

小原尾根から医王山中腹
●悪天予報にも関わらず、金沢の里山、小原尾根から奥医
王山を目指しました。フウロ女性精鋭メンバー 3 人と腰痛
持ち男性 1 人にお試し山行希望アスリート女性 1 名参加で
した。予想通り山は貸切でした。それなりに楽しめて良かっ
たです。その後お試し希望の北野さんが入会されました。
めでたし、めでたし。（中嶋ダ）

●以前から行きたかった医王山。3 日前の例会で見学され
た方のお試し山行も兼ねて決定。菱池小原町から小原尾根
の取付きに駐車。ワカンをつけて歩き出す。雪の季節は直
登もありでしばらくは急登が続いた。林道を横切り、鉄塔
の足元で休憩。ｶﾞｽっていたので目印の鉄塔に気づかずふと
見上げたらあった。

　尾根に出ると天気予報どおり、雨から雪に変わり、冬ら
しい景色を楽しんだ。今回は途中で引き返したが、また近
いうちに行きたいと思う。医王山には様々なコースがある
ので、これからひとつずつ歩いてみたい。今回は 12 時ご
ろに下山したので、8 番ラーメンで冷えた身体とお腹を満
たして帰宅した。（米林）

◆山行月日 2014 年 1 月 26 日
◆山行形態 雪山お試しトレッキング
◆メンバー 菊、米林、北野、中嶋大介、中嶋勢津子　
◆天候 みぞれ / くもり

▲個人山行   Personal

た。下山後温泉に浸かり、冷え切った体を温め帰路に着く。 
（中嶋セ）
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白山ワンデイ
●今年も挑戦する日が来た。愛する白山は四季を問わず訪
れているが 1 月だけは来たことが無く空白の月だった。ラ
イブカメラでは見られない甚之助や室堂はどうなっている
だろう？自分の足で登って見てくるしかない。気合が入り
すぎて寝れなかった。

　予定より 13 分遅れで白峰を出発。いつもより雪が少な
く感じた。百万貫岩までは YASUHIRO さん先頭、ちびラッ
セルで進む。いつも方斜面になっている天狗壁は雪崩れて
ない。スノーシェッドも 1 ヶ所だけ雪崩れており大きな雪
崩はまだ起きていなかった。百万貫岩から僕が先頭、市ノ
瀬まで突き進む。

　重いスーパーファットだから股関節が痛くなってきた。
市ノ瀬から髭ちゃん先頭。日曜はどこにも行かず元気なの
で早い。4 時間半ほどで別当に着いた。ライブで見るより
雪が多い。大休憩して出発、今日は吊り橋を渡れそうだ。
板を担ぎ慎重に行き対岸に渡るともう安心。斜度が付くと
股関節の痛みも無くなりドンドン高度を上げる。夜が明け
ると快晴。周りは白一色でとても綺麗。屋根がかろうじて
出ている甚之助小屋に着きここで防寒対策をする。たっぷ
り日焼け止めを塗り出発、斜面は氷化していないのでトラ
バースしてエコーラインを行くことにする。沢筋の急登を
弥陀ヶ原に登り詰めるが足が重い。だが筋トレだと思い進
む。だんだん風が強くなり顔が痛いが弥陀ヶ原に上がると
白山が見えモチベーションアップ。進めば進むほど近くな
る白山、いつもならペースが上がるが今日はダメだ。両方
の股関節と右のひざ裏の筋が痛い。何とか室堂に着くと凄
い光景だ。厳冬期の厳しい世界だ。山頂ではエビの尻尾は
いつも見られるが室堂でこれほど多くは見たことが無い。
次は山頂だ、足が痛いが行くしかない。クトーを付け氷化
斜面に食い込まし行く。

　痛みと強風に耐えやっと山頂にたどり着いた、こんなに
辛い白山は初めて。しかし絶景を見ると元気が出てきた。
滑降準備して出発。今日も山頂から滑る、ガリガリとエッ

ジを効かし慎重に室堂平まで降りると後はお楽しみパウ
ダー。観光新道の大斜面を自由自在にシュプールを刻む。
頑張ってスーパーファットで来てよかった。ポンはどんな
雪質でも対応できるから超楽しい。あっという間に別当出
合の下の林道に合流。楽しかった。

　市ノ瀬までも板が快適に滑り早い。最後は白峰までの修
行だ。髭ちゃん元気よくスケーティングでガンガン先に行
く。僕は足の痛みが MAX、歩行が辛いので緩やかな登りも
手漕ぎ。やがて髭ちゃん力尽き手漕ぎになり交代で先頭を
行くが百万貫岩辺りで完全ダウン。もう最後の気合で僕が
漕ぎまくりトレースを作り直す。歩行はせず腕だけで進ん
だ、日ごろの筋トレの成果が足に負担をかけず何とか白峰
まで帰れた。もう感無量。クタクタです。山スキーでなけ
ればこの達成感は味わえません。（形屋）

◆山行月日 2014 年 1 月 29 日
◆山行形態 厳冬期山スキー
◆メンバー 形屋、他 2 名
◆コースタイム 白峰ゲート 0:13 ～百万貫岩 1:43 ～市ノ瀬

3:01 ～別当 4:45 ～甚之助 7:25 ～室堂 9:06
～山頂 10:04 ～ 26 ～林道合流 11:19 ～市ノ
瀬 11:41 ～白峰ゲート 13:00

千石城山
●登山口付近で偶然、盛田さんに会い行動をともにした。
晴れ予報を信じ、剱が見たくて義兄を誘い富山上市の千石
城山に向かった。青空は無かったし、積雪量も少なく歩き
にくかったが剱が見えて良かった。早く下山したので盛田
さんと別れ午後から桜が池クライミングをした。充実した
1 日だった。（中嶋ダ）

●登山口に向かう途中で中嶋車と遭遇し一緒に登る。山頂
からは期待した展望は得られずちょっと残念。下山する
スキー場に向かっての急斜面は雪が切れかけており難儀す
る。スキー場では明日に向けての整備中だった。登山口で
別れ大岩に寄り道をして帰宅。（盛田）

20142月
   

▲個人山行   Personal

◆山行月日 2014 年 2 月 1 日
◆山行形態 雪山
◆メンバー 盛田、中嶋大介、中嶋勢津子　他 1 名

吾妻渓谷
● 2 月 8 日から 9 日にかけて群馬県の吾妻渓谷へｱｲｽｸﾗｲﾐ
ﾝｸﾞに出かけてきました。昨日は東京でも 27 ｃｍの記録的
な大雪でありましたが、ここでも初日はご覧のように大雪
でアプローチもラッセル、そして前も見えないほどの降雪
の中でのクライミング。しかし本日は晴れ上がって素晴ら
しい日となった。50 ｍのＦ 1 は昨日より悪かった。そして
お目当ての 25 ｍのヴァーチカル・アイスのＦ 2 は良かった。
行きは 6 時間かかったが帰りは 5 時間で金沢まで戻ること
ができました。（田中）

◆山行月日 2014 年 2 月 8 日～ 2 月 9 日
◆山行形態 アイスクライミング
◆メンバー 田中、他

八ヶ岳　（硫黄岳 & 赤岳）
●有る新年会での話、お酒の勢いで？今回の山行が決ま
る？決められる？

2/9　関東方面寒波 & 大雪のニュースの中、無駄な外出を
控えて下さいのコメント、天候を見て 2 日後にずらし、夕
方金沢を出発、美濃戸口で仮眠をする。

2/10　美濃戸口～北沢ルート～赤岳鉱泉～硫黄岳往復。ま
ずまずの天候、美濃戸で寒暖計はー 12°Ｃ手足は冷たいが
歩いているとそんなに寒さは感じない。大雪と言うが、2
～ 3 日前に降っただけでそれ以前は少なかったのでしょう
低い木々は緑色です。湿り気の無い雪質キュッキュッの音
を聞くと改めて八ヶ岳にきたな～と感じる。

　林道から沢沿いの道が終り、樹林帯が開けてくると赤岳
鉱泉、突然人口で作ったアイスクライミングの壁が見えて
来る。前日コンペがあったらしく赤いラインが引いてある。
登攀している人もいる。少し休憩を済ませ硫黄岳に向けて
歩く。トレースが有り助かった。（前日小屋に連絡入れた時
には雪に閉じ込められトレースが無いと言われた）南独特
の樹林帯は光も刺していて明るい。急登を終えると赤岩の
頭、そのすぐ上が硫黄岳の頂上です。寒いけど冬の八ヶ岳
としては風が弱い方でしょう、展望を満喫し、赤岳鉱泉に
戻る。宿は大雪の影響（電車や高速道路がストップ）で登
山客が少ないです。

2/11　赤岳鉱泉～行者小屋～文三郎尾根～赤岳～行者～南
沢～美濃戸口。寒いのは天候が良くなる証、行者に着く頃
にやっと手足が少し温まる。ここから先が急登の始まり。
ひたすら急登。途中トラバースのトレースは主陵に行くが
すでに 3 パーテイ程取り付いている。すぐ横なのでライン
が綺麗に見える。ガイド同士が声を掛けあっているのも面
白いですね。階段は雪で埋まっているが、手すりの一部分
が出ている。阿弥陀からのコースに合流してからは雪煙が
舞う今回の一番寒かった所、目出帽で防寒をする。

　最後、頂上直下の岩場はしっかり岩が出ている。鎖もあ
り、つかまる事が出来て良かった。（補助ロープを持参した
が、使用せずに終わる）なぜか頂上は無風状態、真っ青な
空の下、360 度の大パノラマです。南、中央、北アルプス、
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御嶽、乗鞍はもとより私達の白山までもが綺麗に見える。
反対側は浅間山や奥秩父方面。日本の山のど真ん中に立っ
ているような気分で最高です。今回 2 人は初めての八ヶ岳
なのでさらに感動は大きかったようです。主稜パーテイの
1 組は 30 代位の女性ガイドでした。キビキビとした動きは
カッコ良かったです。岩場を慎重に降り行者でホッと一息、
3 人で成功の握手を交わす。あとは南沢ルートを歩き美濃
戸口に到着。ほぼ計画通りに終わり一安心でした。（中嶋セ）

◆山行月日 2014 年 2 月 10 日～ 11 日
◆山行形態 冬山
◆メンバー 中嶋セ、他 2 名

医王の里・雪崩講習
●今回は数日後に予定されている県連主催の雪崩講習会の
予習山行。見上峠で駐車。林道からでは面白くないので地
図とコンパスで方角を確認し、医王の里を目指し直線コー
スをとることにした。

鉄塔を過ぎると左手に針葉樹林、右手に落葉樹のコースを
歩く。KI ちゃんの名ガイドもあり、トレースのない真っ白
な雪面を楽しく登る。所々で位置を確認。感覚的に左？と
思っても地図でみると右方向へ進まなければいけないこと
が分かったりして、やはり読図は大切と再認識する。

　そして本日の目的地、医王の里キャンプ場に到着。まず
は捜索訓練。2 箇所に遭難者に見立てたビーコン入りザッ
クを埋め、3 名がそれぞれのビーコンを駆使し声を掛け合っ
て探し出す練習を 4，5 回した。遭難者に近づいても深さ
があると見つけにくいので、焦点を絞っていきゾンデ棒で
周辺を確認しながら救助した。その後、横たわっている人
に救助者が互いに向かい合い、その身体の下に腕を通して
手をつなぎ持ち上げる練習（ヒューマンチェーン）。これ
は KI ちゃんなら成功したが、AN さんだと重くて救助でき
なかった。

　小休憩の後、ツェルトを使った搬送練習と滑落者を引き
上げるロープレスキューの 1 ／ 2、1 ／ 3、1 ／ 5 を AN さ
んの指導で体験する。時間があれば白兀山まで足を伸ばす
というリーダーの密かな計画があったが、メンバーのほと
んどが寒さに我慢できなくなった為、あえなく中止。帰り
もまた道なき道を地図で確認しながら、（童心に返って）下
山した。そして今回もあったかーい丸亀製麺のうどんを食
べて、帰路についた。（米林）

●数日後に北陸雪崩講習会を控え、予習したいということ
で、講習会を開催。皆さんセルフレスキューを受講すると
言うことで、ビーコン捜索と引き上げシステム。搬送の講

習を行った。これで皆さん予習はバッチリ？？講習後はせ
めて白兀山までと思ったが皆さんの『寒い』の言葉に下山
決定。帰りは尾根の裏側？を地図コンパス頼りに踏み跡の
無いところを転げまわって下山。（安藤）

◆山行月日 2014 年 2 月 11 日
◆山行形態 雪崩講習会の予習
◆メンバー 菊、米林、ジョアンナ、安藤、他 1 名（チャ

ムラン）　
◆コースタイム 大桑公園 7:30　見上峠 8:00　医王の里キャ

ンプ場（10:00 ～ 12:30）

 荒島岳（下山～山頂～勝原）
●勝原コースは行ったので、以前から次に登るとしたら下
山コースから行ってみたいと思っていました。実践。

　始発に乗り暗闇からスタート。下山コース誰もいず。登
り一辺倒。苦しいながらも快晴に助けられ高度を上げる。
あげる毎に素晴らしい展望。山頂手前稜線は豪風。グロー
ブを外したら一瞬で指が氷？ついた。この感覚は初。痛く
てたまらなく、グローブはそれから一瞬でも外せなくなっ
た。それだけの強風。人っこひとり会わなかったが、山頂
でようやくハイカーさんらにご対面。ほっ。下山は勝原コー
スと淡々と。下って麓から快晴下の厳冬期荒島を改めて見
上げました。厳冬期荒島、アクセス良好で奥深い山。（河崎）

笈ヶ岳ワンデイ
●残雪期にしか登れない、と名高い笈ヶ岳。無雪期は明瞭
なルートは無く藪も濃い。僕たちは厳冬期の笈ヶ岳にワン
デイ登山してきた、多分誰も厳冬期にワンデイした人はい
ないと思う。16 時間近くかかるハードな山行だった。

　1:06 にゲート発。髭ちゃん寝坊でちょっと遅れた。雪面
はカチカチでアイスバーン状態、スピードも速くすぐにト
ンネルに着いた。ダッシュで進み境川ダムに到着、ここで
シールを剥がしダムサイトの水平道を行く。カチカチだか
ら早く難なく桂橋に着く。当初予定のフカバラ尾根を覗く
が上部に巨大キノコがいくつもあり危険だ。仕方なく桂橋
を渡り境川右岸尾根に取り付いた。快適に登るが次第に険
しくなり甘くない。笈ヶ岳周辺の尾根はどこも険しい。地
図に記載されてない小ピークがいくつもあり行く手を阻
む。

　トラバースしても険しいので思うようにいかずアップダ
ウンを作ってしまう。行くときはいいが帰りは必ずシール
登行になるので泣きが入る。一旦沢に降り稜線目指して登
り詰める。沢は快適そのもの。ドンドン登り稜線に登り上
げた。ここからも苦労の連続で雪庇の下のトラバースや雪
壁の登行、シールの付け剥がし等時間がかかった。

特にトラバースは緊張の連続で雪崩の危険を意識した。だ
が今日は条件が良く安定していたのが救いだ。10 時間以上
かかりやっと山頂に到着、感無量です。誰も来れないから
一杯写真撮ります。満足したら滑降開始。滑りも雪崩に要
注意、ヤバイ斜面の連続です。信頼できる仲間がいなけれ
ばここには来れない。滑りも 3 回ほどシールを貼り苦労し
たが無事林道に降りたった。

　最後は筋トレの時間、水平道だから手漕ぎとウォークを
組み合わせ進むが辛い、進まない。本当に筋トレでした。
15 時間 47 分の激闘でした。完全燃焼！（形屋）

西山
●山名だけはよく聞いていたが、登ったのは今回が初めて。
が、登ると言うほどでもなく夏道なら 30 分のコースらしい。

クロスカントリー競技場脇の望岳苑駐車場隅っこに車を置
かせてもらう。薄く積もった雪の車道を渡り、地図とコン
パスで頂上を確認。この時点で頂上が見える。確かに山と
いうよりは丘？という高さとなだらかさ。それでもつぼ足
では、時々はまって歩きにくいのでワカンを早々に付ける。
ほどなくして圧雪車が通ったばかりのクロスカントリーの
コースが現れた。コースを傷めないようにその端っこを歩
く。

　朝の日差しで雪がキラキラ。そして良く見ると一つひと
つの形がはっきりした雪の結晶がびっしり！クリスマスツ
リーのオーナメントのような結晶がたくさん重なり合って
いる。なんとも神秘的でメルヘンチックな銀世界だった。
そして一汗かいた頃に頂上に到着。

　雪の壁の内側に菊ちゃんがベンチを作ってくれた。座る
と左手に真っ白な白山が雲から出たり隠れたりして見え
る。うどんとイチゴ大福で二度目の朝ごはん？を食べなが
らのんびり 1 時間過ごして、来た道を戻ることに。

　帰りは、こんなに寒かったの？というほどの風が吹いて
いた。しかし目の前にはどーんと大きな白山が鎮座してお
り、なるほどここは正に白山の展望台だと感じた。（帰りの
風呂　白峰総湯）（米林）

◆山行月日 2014 年 2 月 22 日
◆山行形態 雪山トレッキング
◆メンバー 米林
◆コースタイム 白峰クロスカントリー競技場そば登山口 8:20

～西山山頂 9:20 ～登山口 11:00
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◆山行月日 2014 年 2 月 23 日
◆山行形態 山スキー
◆メンバー 形屋、他 2 名　
◆コースタイム ゲート1:06～境川ダム2:13～尾根取付3:21

～ 1300 ｍ下降地点 7:21 ～ 1200 ｍ谷合流
7:38 ～稜線 9:21 ～山頂 11:18 ～ 1140 ～
谷合流地点 12:57 ～ 1300 ｍ小ピーク 13:37
～林道合流 15:20 ～ゲート 16:53

奥医王山
●天気が良いので遅めの出発。林道はツボ足でスタートす
る。ダオ山からは素晴らしい展望を満喫できた。奥医王ま
ではツボ足で頑張る。降りはわかんを着け急斜面の直下降
を楽しんだ。パウダースノーで足に優しい歩きだった。春
の味覚フキノトウが顔を出していた。（盛田）

◆山行月日 2014 年 2 月 24 日
◆山行形態 雪山ハイク
◆メンバー 盛田　
◆コースタイム 見上峠 10:35 ～白禿 12:00 ～奥医王 13:00

小原 14:30

医王山（白兀山）
●金沢ハイキングクラブの方のお誘いで、この冬最後の雪
上ハイキングに行ってきました。見上峠から夏道の車道を
歩く。雪は締まっておりワカン無しで歩けた。西尾平辺り
からは近辺の山々がきれいに見渡せる。新緑の頃、また来
たいと思った。尾根から頂上辺りは強風だったので、しが
らくび付近まで下りて、お昼に。下準備がしっかりされた
山菜そばとこだわりコーヒーを頂き、至福のひと時でした。
（米林）

20143月
   

▲個人山行   Personal

◆山行月日 2014 年 3 月 16 日
◆山行形態 雪上ハイキング
◆メンバー 米林、他 3 名、（途中から）中嶋セ

白山周回
●市ノ瀬までの県道が半分以上除雪されたのでチャリを
使って白山にノザと 2 人で出かけた。ただ往復しても物足
りないので春のツアーコースの湯の谷を滑降し周回するこ
とにした。この時期に入る人はおらず貸切で釈迦岳のピー
クと丸岡谷滑降のおまけ付きで大満足でした。

　深夜に白峰ゲートをチャリで出発、今日は気温がかなり
上昇するので早い時間に谷を滑降する計画だ。いつもなら
凍結している道は乾き快適に走行し一汗かいた頃除雪終了
点に着いた。

　百万貫岩から 1，5 ｋｍ先まで除雪が終了しており助かる。
チャリを隅に置き今度はスキーで進む、気温は低くないが
雪面はカチカチで足が軽い。歩きだしから 3 時間かからな
く別当出合着き休憩した。雪はかなり減っているがまだま
だ多い、一本橋を渡り砂防新道を行く。暗闇をドンドン登
りやっと明るく頃甚之助小屋に着いた、ここまで高度を上
げると積雪はあまり減っていなかった。

　空は快晴になりつつあるので日焼け止めとサングラスを

装着。クトーも付けて弥陀ヶ原に行く。トラバースしなが
ら沢筋に入り弥陀が原に上がると白山が出迎えてくれた。
風が強く吹いていたが寒くもなくたいした事ない、もう春
です。氷化した斜面を行き室堂に着くとここは積雪が増え
ていた。

　宿舎はほぼ埋まり鳥居も上部 1 ｍほどしか出ていない。
豪雪だ。　写真を撮ったら山頂目指して氷化斜面を行く、
積雪が多いので凹凸が無く全体的に斜度が緩くなってお
りいつも山頂から滑降する急斜面から登り上げ頂上に着い
た。奥の宮にお参りして滑降準備、気温が低いうちに行き
ましょう。カリカリなので気を付けて、コケたら止まらな
いよ。慎重に御宝庫の脇を滑り大汝峰をトラバースする。
湯の谷源頭に着き谷へ滑り込むがカチカチ。ここもコケた
ら終わりだが心配していたノザはかなり上達していて 1 軍
定着です。もうどこにでも連れて行けるパートナーに育っ
た。

　ガリガリ言わせ足がキツイ。何とか 2000 ｍまで下ると
ザラメになり快適になった。1880 ｍ地点まで滑り今度は釈
迦岳に登り返す。谷から上がると直射日光が強く厚い。気
温も上がってきている。汗だくで釈迦岳に到着。絶景です。
また滑降準備して今度は丸岡谷を滑降する。山頂から滑り
込めるこの谷は釈迦新道の登山口まで滑ることができ効率
的です。ザラメの谷は快適そのもの、幸せでした。　あっ
という間に林道に合流、後は湯の谷を渡り市ノ瀬まで林道
を進むがここからが 1 番の核心。谷から尾根に上がる部分
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が雪崩と落石が頻繁に起きる場所でとても危険だ。

　僕がルートを作り方斜面の絶壁を進む。雪は緩みルート
は作りやすいがいつ上から雪崩れるか不安だ。速攻で通過
しノザも速攻でクリア、もう安心です。後は市ノ瀬まで傾
斜の着いた林道だから楽だが雪崩があちらこちらで発生し
ていた。日陰の林道は雪も固くスピードアップが出来た。
市ノ瀬からの道も意外と快適に降りられ後はチャリで帰る
だけ。　今日は天気がイイのに入山者は僕らのほかいなく
貸切でした。（形屋）

◆山行月日 2014 年 3 月 29 日
◆山行形態 山スキー
◆メンバー 形屋、他 1 名
◆コースタイム 白峰ゲート 0:54 ～除雪終了点 1:28 ～市ノ

瀬 2:40 ～別当出合 4:12 ～甚之助 6:07 ～室
堂 7:37 ～山頂 8:18 ～ 8:36 ～湯の谷滑降～
1880 ｍ登り返し点 9:09 ～釈迦岳 10:00 ～
丸岡谷滑降～林道合流 10:40 ～除雪終了点
12:20 ～白峰ゲート 12:45

会員随時募集中
　本会は、春夏秋冬オールシーズンで日帰りハイキング、山々を歩く縦走から岩登り、沢登り、冬山、山ス
キー、海外登山とみんな思いのままに楽しんでいます。いろんな山を楽しみたい方、大歓迎です。私たちと
一緒に楽しみましょう。お問い合わせ、例会見学等は本会 WEB サイトもしくはメールにてご連絡ください。

http://fuuro.main.jp
info@fuuro.main.jp

●ＷＥＢサイトにて、山行記録を随時更新しています。是非、ご覧下さい。

 

▼白峰＠西山より白山
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