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槍ヶ岳～表銀座      7月23日(水)～7月25日(金)  

臼井 あや 

 

1日目：中房登山口～燕山荘～大天井ヒュッテ 

2日目：大天井ヒュッテ～西岳～水俣乗越～ヒュッテ大槍～槍ヶ岳山荘 

3日目：槍ヶ岳山荘～槍ヶ岳～槍ヶ岳山荘～槍沢～上高地 

 

職場の先輩と二人で槍ヶ岳へ2泊3日の山旅。出発前日に関東甲信越地方の梅

雨明けとなり『シメたッ！』と浮かれ気分になるが、それは後に打ち砕かれるこ

とになりました。 

初日は晴れ。暑さにヒーヒー言いながら、合戦尾根を越え燕山荘にたどり着く

と、そこには北アルプスの山々がドーンと現れた。約 1 年ぶりのこの景色。夏山

シーズンの幕開け、そしてまたこの場所に帰って来たっていう気持ちで嬉しくな

る。 

早めのお昼に材料持参で作ったアヒージョ、手作りサングリアがなかなかい   

ける！  

ここから槍ヶ岳を見ながらの楽しい稜線歩き。途中、雷鳥の親子に出会い、

さらにテンションを上げながら大天井ヒュッテへ。まあとにかく暑く、若干バ

テていたが、計画通りのタイムで到着。しかしこの頃から雲行きが怪しくなる。 

 

2 日目は雨に風。槍を眺めながらの稜線歩きは、体が風に煽られるのを必死

に耐えながら歩く修行の道になってしまった。手が寒い。3 枚用意した手袋を

全部フル活用。しかし、東鎌尾根のハシゴや鎖の道は楽しい。高度感もあって

退屈しなかった。 

風が強かったのでヒュッテ大槍から道を槍沢へ変更し、無難になんとか槍ヶ

岳山荘へ。山頂へは天候回復が予想される翌日に持ち越す。 

部屋が一緒になった東欧から来た欧米人女性と片言英語で会話（片言にもな

らなかったが…）。彼女は一人で明日大キレットへ行くと言っていた。槍ヶ岳山

荘は外国人が多い。グローバル化？ 

 

3日目 ご来光を見てから山頂へと思ったが、雨こそ降らないもののガスって

いる。下山の時間もあるので天気はよくないがとにかく山頂へ行く。岩場が濡

れていて少し怖さも感じつつ、山頂では晴れてくれと願う。が、結局晴れては

くれなかった。残念。 

穂先の渋滞を心配していたがこの天気だからか空いていた。みんな天気回復

してから登るみたい。仕方ないが6時には槍ヶ岳山荘から下山を開始。   

次第に晴れてきて横尾ではピ

ーカン。ちょっと悔しいが仕方

ない。この季節、花がとっても

綺麗でした。ほんとすごい。 

大事なところで晴れてはくれ

なかった今回の山行。この夏の

天気を象徴しているかのよう

な・・。でも楽しかった。 

辛いなと思う時の方が記憶に

はしっかり残るようです。 
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7月18日から28日まで11日間の北海道百名山を登る計画を「佐久山の会」に

便乗し、「大町山の会」と合同で行うことになった。参加者は佐久が3名，大町2

名。昨年の四国の百名山を始め、本年 3 月の九州百名山に参加した人達とご一緒

できると言うことで計画は順調にすすんだ。 

 

7月18日(金) 

 谷口さんに自宅まで迎えに来て頂き、4時55分に安曇野 ICから高速に乗るも

事故のため信州中野 IC で下され、信濃町 IC で再度高速へ。米山 SA で休憩後、

新潟港のフェリー乗り場に向かう。佐久からの 3 名はすでに到着しており、登山

道具を佐久の車に乗せ換え、運転者のみ車を乗船させるため 4 名は乗船ターミナ

ルに向かう。 

 フェリー乗船後は 3 階の大部屋に荷物を持ち込み、早速宴会の準備に入る。私

は久しぶりの大型フェリーで施設の配置がよく分からないので船内を見て回る。 

 フェリーは10時30分に新潟港を出航。順調に北海道小樽港に向けて進む。私

達の船室は私達 5 名だけなので気兼ねなく大いにアルコールが入り、翌日からの

登山に話がはずみつつ就寝となる。 

 

7月19日(土) 

早朝４時半，予定通り小樽港に着岸。全員が車に乗って下船し、まずは高速を 

使いながら駒ヶ岳を目指す。 

駒ヶ岳は残念ながら天気もあまりよくなくガスで覆われていた。9時半頃到着 

したが、頂上へは入山禁止となっていたので登って来た道を下山し、地元の温泉

「ちゃっぷ林館」へ。予想以上に大きな風呂で地元の野菜等も販売している。 

再び高速に乗って明日登る後方羊蹄 (しりべし) 山の登山口「半月湖キャンプ 

場」に向かう。倶知安の大型スーパーで食材、酒、ビールを購入しキャンプ場へ。 

 キャンプ場には既に多くのテントが張られており、早速 2 つのテントを張って

夕食の準備にかかる。 

 

 7月20日(日)  

3時に起床。「半月湖キャンプ場」を4時半に出発する。登山道は思ったより急 

登で火口壁に8時半、後方羊蹄山には9時に到着する。天気もまあまあで火口壁

を一周し「半月湖キャンプ場」には13時06分に帰着。 

下山後大型スーパーで食材等を購入し、高速を利用して平取 (びらとり) 町のキ 

ャンプ場に向かう。予定していたキャンプ場は満杯だったが、キャンプ場の管理

人にニセウ・エコランドのキャンプ場を紹介して頂き、一同ホットする。 

キャンプ場に向かう前に完成したばかりの平取温泉で汗を流す。キャンプ場で 

受付をし、沙流川(さるがわ)端の芝生上にテントを張る。キャンプ場は多くの家

族やバイクツーリングのテントが張られ、テントの近くには五右衛門風呂も沸か

されていた。夜は平家ホタルが見られるようだが、明日のことを考え早めに就寝。 

 

7月21日(月)  

ニセウ・エコランドキャンプ場を5時12分に出発し豊糠山に向かう。豊糠山 

荘は豊糠小中学校が閉校した施設を再利用している。 

豊糠山荘をマイクロバスで7時に出発。終点の第2ゲートで降車し、支度を整 

えてから出発。林道をひたすら歩き、北海道電力取水施設に10時05分到着。こ

こからが核心の沢歩きなので各自持ってきた沢登り用の靴に履き替え出発。ここ

から約2 0回の渡渉を繰り返し，12時22分、幌尻山荘に着く。 

 幌尻山荘は自炊なので夕食は小屋管理人が小屋前に敷いてくれてあるブルー 

シートの上で宿泊者が皆食事を作って食べる。私たちは小屋の 2 階で明日にそな
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えて早々に就寝する。 

 

7月22日(火)  

3 時に起床し、幌尻岳めざし幌尻山荘を出発。幌尻岳には 8 時 10 分に到着。

山頂手前のお花畑は目を見張るばかりだった。天気は良いが風が強い。早速フ

ェイスブックに写真を投稿。休憩後トッタベツ岳に向かう。幌尻岳とトッタベ

ツ岳の鞍部下にはテント場にもなっている七つ沼がよく見える。 

トッタベツ岳には10時13分に到着。休憩していると2人の若い登山者がチ

ロロ林道経由で登ってきた。トッタベツ岳からは急の下りで這松等が邪魔をし

て歩きづらい。やっと沢に出て渡渉を繰り返し、幌尻山荘に13時15分帰着。 

  

7月23日(水) 

雨のため沢の増水で下山ができず一日沈殿となる。 

 

7月24日(木)  

幌尻山荘を 4 時に出発。渡渉を繰り返し糠平発電所取水口に 4 時 50 分着。

登山靴に履き替えて林道をバス乗り場までひたすら歩き、7時20分に到着。バ

スは8時30分に発車し、9時15分に豊糠山荘到着。 

トムラウシ下山口に車を廻すべくレンターカーを借り、中富良野のラベンダ

ー園を見る等して、旭川駅前でレンターカーを返却したのは約束の20時近くに

なっており、それから旭岳のキャンプ場に向かうのは無理なので駅前のビジネ

スホテルに投宿。ホッとしたところで、フロントで紹介して頂いたジンギスカ

ンを食べに行く。地ビールが進んだのは言うまでもない。 

 

7月25日(金)   

ホテルにTX2台来てもらって4時半に出発。旭岳ロープウエーに5時20分到

着。ガスっており山行に少々不安を感じながら駅で雨具を着て旭岳に向かう。強

い風の中、8時10分到着。写真を撮影してから先に進む。 

白雲岳避難小屋キャンプ場に着いたのは13時20分。さっそく受付をしてテン

トを張り、ゆっくりしてから夕食の準備にかかる。 

 

7月26日(土)  

白雲岳避難小屋キャンプ場を 4 時 25 分に出発。登山道は多くの花に包まれ、

しばしば撮影会となる。忠別岳を 7 時 40 分，五色岳を 9 時 27 分に通過し、10

時14分化雲岳着。トムラウシ頂上手前では風と雨に難渋し、14時10分にやっと

到着。天気が悪いので早々にテント場に下山。14時40分にテント場に着く。 

風雨の中、全員で短時間でテントを張り潜り込む。このテント場はし尿を自分

で持って下山することになっていた。 

 

 7月27日(日)  

雨具を着て４時半にトムラウシテント場を出発。途中ツアー登山者とすれ違い、

他人事ながら無事登山できるか心配になる。トムラウシ下山口には 9 時 13 分に

到着。雨具を脱いでトムラウシ温泉に向かう。大雪荘はゆったりできるまた来た

い温泉だ。 

ここから占冠に向かい、占冠の道の駅で食事。占冠 IC で高速に乗り、小樽に

向けてひた走る。小樽のジャスコで買い物をして19時半発のフェリーに乗船。連

日の疲れを癒す最後の船旅で新潟に向かう。 

 

7月28日(月)  

15時半にフェリーが新潟港に着岸。ここで佐久チームと別れて安曇野 ICに向 

かう。20時半頃帰着し11日間の山旅を終える。    
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子ども達のアルプス登山     森田義彦   
森もおり田 9月14日(日) 「山のあしおと」小学校＆森くらジョイント 

 

 

    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

「山のあしおと」小学校の『夏の名残りのアルプス・爺ヶ岳登山』は、当初大町～松本

市周辺の会員とその家族数名程度の見込みだったが、森くらの常連である On ちゃんこと

Ondaさんが協力してくれることになり、森くら関係の参加者がドッと増えて総勢15名と

膨れ上がってしまった。 

15名の内訳は小2～中3の子ども達6名と若者から高齢者を含むおとな9名。自分1人

でこの人数を掌握するのは無理であるが、On ちゃんという強力なスタッフの参加を得て

若者や中高年を彼に任せ、子ども達の引率に専念して全員を南峰まで登らせることができ

た。 

 出発当初は 15 名が数珠つなぎになって歩いたが、途中から子ども達のグループと森く

らのグループを分けてそれぞれのペースで登ることに切り換える。Sin君という19才の若

者が、2 つのグループをうまくつなぐ伝令役を果たしてくれたので、双方の様子がある程

度分かるという安心感もあった。 

 子ども達のグループは、先の鍬ノ峰登山の時、丈余の笹薮を笑いながら歩いて強者ぶり

を発揮したMah(小2女児)，しまなみ海道を歩いたTub・Azr兄妹(小6・小5)とMyn(小

5女児)，Mynの姉で初参加のAya(中1女)，森くらから参加の Izu(中3男)等、6人の子ど

も達とおとな3名の合せて9名。 

 柏原新道はケルンを越えて種池小屋が見えてからが長いが、天候さえよければ体の軽い

子ども達は何の心配もなくスイスイと歩いて行く。ケルンの先の崖っぷちの道と、アザミ

沢と言う沢を挟む前後のガラ場の通過に気をつけるだけである。 

 7：30 にケルンを通過し、同：54 駅見岬で休憩。以下、石畳、水平岬(休憩)、石ベンチ

と、めまぐるしく現れる看板を通過し、9：40 にアザミ沢のガラ場に差しかかる。ここを

慎重に越えて安全な場所で最後の休憩を取った後、『種池小屋まで自由に行っていいよ』と

子ども達を開放。元気者達は一目散に小屋をめざし、初参加でややメタボのAyaと兄妹の

母、断糖生活者でアルプス挑戦3度目のY女史等が残り、ゆっくり登って10：38に種池

小屋に到達。前後して後続のグループも着く。登山口から4時間33分で予定より18分遅

れ。 

 予定を変えて先に種池小屋で昼食を摂り、1時間後の11：38から空身で出発。元気な者

は中央峰まで行って来てもいいことにすると、Sin君，Tba、Izu等が飛び出して行き、そ

の他大勢が南峰に着く頃にはケロッとして戻って来ていた。 

 山頂への道は所々にウラシマツツジやミネカエデの紅・黄葉、ナナカマドやコケモモの

赤い実、シラタマノキの白い実，ガンコウランの黒い実、タテヤマリンドウの碧い花等が

見られ、遠景には剱岳の荒々しい山稜、爺ヶ岳の北峰に続く稜線の先に鹿島槍ヶ岳を望む

ことが出来たが、そのいずれもが一部を雲に隠し、全貌を見せることはなかった。それで

も好天の部類に入る登山日和に恵まれた日だったと言えようか‥。 

 自分は 12：39 に南峰に到達。8 月 7 日の燕岳以来 1 ヶ月ぶりで、今年に入ってわずか

10回目(冬山はゼロ)と、極端に山行回数が減っている分だけ体が動かず、きつかった。 

 12：49に全員揃って写真を撮り、タイムリミットの13：00に余裕を残して種池小屋に

下る。全員の水の残量を確認し、13：45 下山開始。14：06 にガラ場を通過し、14：27

石ベンチで休憩。後続隊もすぐに合流。 

 15：06駅見岬までトップで下って来たが、兄弟の母親が足を痛めているらしいとの情報

が入ったので、Sin君に先頭を任せてケルンまで下って待つよう指示し、兄弟の母とY女

史が下って来るのを待つ。そこからはOnちゃんのストックを借りて見守りながら下るが、

駅見岬から先の下山路は意外と長く、かなり時間がかかった。 

 途中からOnちゃんとY女史にサポートを頼み、お母さんの危機を心配して待っていた

Tubを含む4人を残して一行を追い16：44下山。お母さん達も何とか頑張って17時頃全

員が下山し、予定より40分遅れで終了となる。 

 今回は On ちゃんという強力なリーダーと、Sin 君といういかにも若者らしくきびきび

と動いて労を厭わず、かつ子ども達の兄貴分的存在として何かと面倒を見てくれた2人の

サポートを得たことが大きな収穫であった。 
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  燕 岳     内藤雪絵                   

     2014年 9月 7日       同行者 桑原 巌，横田竜三 

私の初めての会の山行。 

行き先は大好きな燕岳です。予

報通り早朝は弱い雨が降っていた

のでカッパを着ての歩き出しとな

りました。 

横田さんを先頭に中房登山口を

出発。急登が続きますが、整備さ

れた登山道で歩きやすい。各ベン

チはもう 9 時だと言うのに沢山の

登山客で賑わっていました。しか

も若者が多く、見ているだけで明

るく元気をもらえます。 

天気は徐々に良くなり、気がつ

くと雨は止んで日が射したり、青空も見えています。しかし、合戦小屋を過ぎ、

三角点に着いてもガスで槍ヶ岳は見えず残念。もう見えてもいい筈の燕山荘もな

かなか見えてきません。 

しばらく行くと紫色の可愛い花が満開で沢山咲いていましたが、毒を持つトリ

カブトだと教えてもらいました。そして燕山荘に到着。期待していなかった燕岳

の姿がバッチリ見え、カッコよく聳えて立っていました。遠目にサルが何匹も見

え、山肌を走ったりケンカしたりしています。  

槍ヶ岳は始め雲に隠れていましたが、待っ

ていると少しずつ姿を見せてくれました。ま

た地図を広げて見える山々の名前を教えて

もらいました。 

眺望を楽しんだ後は、燕岳の山頂へタッチ

しに行きました。 

燕山荘から山頂までの道は眺めもよく、奇岩も多く快適です。山頂でもボーっ

と景色を眺め、感動をかみしめました。まだ表銀座も槍ヶ岳も登っていない私。  

いつかは行きたいと心で思っていました。 

そして下山です。桑原さんがキノコを教えて下さったので、キノコ採りをし

ながら降りてきました。桑原さんに食べられるかどうか見て頂き、イグチダケ

をたくさん採って 3 人で袋をいっぱいにしました。帰ってから、お味噌汁にし

ましたが、歯ごたえのいいキノコで香りもよく美味しかったです。 

他にも野イチゴやブルーベリーを食べながらの下山。楽しいけど下りも下り

ても長い道のり。足も重く体も疲れて、ベンチに着く度に短い休憩を入れてや

っとの思いで登山口に戻りました。 

 そして有明荘で温泉へ。大きな露天風呂で疲れを癒します。今日見た燕岳や

槍ヶ岳を思いだし、すでに『また行きたいな～』と欲が出てきます。 

 でも体はヘロヘロで、体力不足を痛感。体を鍛えてひとつずつ、憧れの山を

目指したいと思いました。 

また参加したいです。よろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山岳遭難 死者５人 件数遭難者数 最多の前年同期上回る （9月16日） 信毎より抜粋 

 １５日、北アルプスを中心に長野県内山岳などで遭難が相次ぎ、鹿島槍ケ岳、前穂高岳、西穂高岳でいずれも滑

落したとみられる男性３人の死亡が確認された。下伊那郡松川町ではキノコ採りに出掛けた女性１人が死亡。県警

によると、１３～１５日の連休中に認知した県内山岳などの遭難は１８件で、死者は５人、意識不明が１人、けがや脱

水症状が１１人で、１人が行方不明となった。今年の県内の山岳遭難事故（１５日現在）は２１２件、遭難者数は２３９

人となり、年間の件数、遭難者数が過去最多だった前年同期を６件、１２人上回った。 

 １５日午前８時３５分ごろ、鹿島槍ケ岳の八峰キレット（２５１８メートル）で、県警山岳遭難救助隊が１５０メートル下

で倒れている東京都江東区の会社員稲葉実さん（４９）を発見。県警ヘリコプターで収容したが、全身を強く打ってお

り死亡が確認された。大町署によると、稲葉さんは３人パーティーで２泊３日の日程で北ア北部を縦走していた。 

 前穂高岳吊尾根（つりおね）付近（約２８００メートル）では１５日午後４時２５分ごろ、静岡県富士市の無職丸山宏之

さん（６７）が約５０メートル下に滑落しているのを救助隊が発見。全身を強く打っており死亡が確認された。家族から

「連絡が取れない」との通報を受けていた。西穂高岳独標付近（約２７００メートル）では１５日午後１時ごろ、３０～５

０代とみられる男性が稜線（りょうせん）から約３００メートル下で倒れているのを救助隊が発見。県警ヘリで救助し

たが、午後２時４２分、松本市内の病院で死亡が確認された。 

 硫黄岳（２５５４メートル）の硫黄尾根付近では１４日に金沢市の女性（４９）が友人と登山中に突然倒れたまま意識

が回復せず、１５日午前１０時４５分ごろ、県警ヘリで松本市内の病院に運ばれた。 

 燕岳（２７６３メートル）でも１５日午前７時２５分ごろ、新潟県上越市の自営業男性（６４）が山頂付近から下山中に

滑落し、顔と足を負傷して県警ヘリに救助された。軽傷のもよう。八ケ岳連峰でも同日午前６時５０分ごろ、横岳付近

の登山道から、愛知県東海市の会社員女性（２９）が約５０メートル滑落、頭と足にけがをして県警ヘリに救助され

た。長野市の戸隠連峰・高妻山でも同日、同市内の会社員男性（３８）が下山中に脱水症状で動けなくなり救助され

た。 
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 私の山歴 (３) 谷 川 連 峰 夜 間 縦 走   桑 原  巌 

昭和 33 年、その頃の私の仕事は新潟県と群馬県県境三国峠の新潟県側の麓三国

村(現湯沢町)浅貝という、戸数10数軒の小さな集落の工事現場の事務の仕事だった。   

この工事現場の仕事は、長野県から新潟県に流れ日本海へ注ぐ大河信濃川の支流

清津川の上流になる苗場山の懐に砂防ダを作るため、ブナの原生林を切り開いて資

材搬入道路をつくるという工事であった。 

 この浅貝集落は小さな集落ながら、かつては大名行列の殿様の宿本陣もある宿場

町として賑わっていたようであるが、昭和 33年当時も三国トンネルの工事中で現場

の労働者でなかなかの賑やかさだった。 

東俣ノ頭付近から万太郎山を望む        避難小屋 

    

この浅貝からは三国峠を越えて平標山，仙ノ倉山には幾度か登っていたので、三国 

峠から清水峠までの谷川連峰縦走を思い立った。それも夜行日帰り山行の計画である。 

８月のある土曜日の夕方、夕食を済ませて先輩たちの心配の言葉を後に宿を出た。

天気は上々だ。夏の夕方はまだ暑い。しかし三国峠へは慣れた道だ。のんびりと登 

る。1時間ほどで峠へ着く。 

峠から振り返れば苗場山の広大な山容が目に入る。三国権現を後に三国山を目指す。

三国山を越えれば平標小屋は間もなくだ。小屋の主は顔なじみの山口さんだが寄ると

長くなるので通過する。辺りは夕闇が包みはじめた。あとは懐中電灯が頼りだ。 

平標山から仙ノ倉山にかけては広い草原地帯で高山植物が咲き乱れているところだ。

しかし今は何も見えない。ただひたすら懐中電灯を頼りに歩き続ける。私は見かけに

よらず臆病で夜は苦手で、子供の頃お婆さんに聞かされた怪談話が頭に浮かび足が竦

みそうになる。それを振り払いただひたすら歩き続ける。 

仙ノ倉山から先、万太郎山までは未知のルートだ。暗闇の中を未知の世界に向かっ

て歩き出す。ここから万太郎山までは途中にヱビス大黒の頭のような小さなコブがあ

り，毛渡乗越の鞍部まで下り、万太郎への登りとなるはずだ。暗闇の中、ただ下る。 

途中に避難小屋らしき建物があったが通過。小さなコブ(ヱビス大黒の頭か？)を越

えて下りになる。30分程下り最低鞍部(毛渡乗越)らしきところに到着。万太郎山まで

はあと１時間程だ。 

暗闇の中、登りにかかる。30分ほど登ったところに避難小屋があり、中へ入る。10

人くらいは入るなかなか立派な小屋だ。ここで夜明けを待つことにする。もう 12時だ。

3時間も待てば白んでくるだろう。 

少し横になり夜明けをも待つ。少しうとうとしてから外に出てみると、もう日が昇

りそうな時間だ。慌てて簡単な食事を済ませて出発。今日も好天だ。登りだして間も

なく万太郎山の頂上に到着。 

振り返って見れば暗闇の中ただ歩き続けた三国峠からの長い国境の尾根が足元まで

うねっている。しかしまだ先は長い。のんびりはできない。でも夜道を歩くわけでは

ないので不安はない。気持ちの良い稜線歩きで大障子の頭、オジカ沢の頭と超えて谷

川岳肩の小屋に到着。さらに足を延ばして茂倉岳、蓬峠、清水峠と先は長い。 

トマの耳、オキの耳、一ノ倉岳を通過して茂倉岳に到着。しかしここで飲み水と食

糧切れとなり、縦走は中止。茂倉新道で上越線の土樽駅へ下ることにした。喉の渇き

と空腹に苛まれながらようやくの思いで土樽駅に到着し山行を終わった。                

谷川岳北稜線上のノゾキから一ノ倉沢を俯瞰     谷川岳山頂 
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投稿 「せっかく来たのだから～」と  

あなたはそれでも登りますか・・・!?   

                        鈴木 均 

お盆過ぎの土日は、両日とも雷雨が続いた。私は、その日は八方ゴンドラの駐車場係

の応援で、午前 5時から勤務に着いていた。団体ツアーを始め、登山者や八方池までの

ハイカーが、早い時間から次々とゴンドラ乗り場にやってきた。 

雷のため当初 1時間程度としていたゴンドラの運休予定は、昼前には雷雨が激しくな

ってきたため、かなり長い時間運休せざるを得なかった。あきらめきれない登山者は、

駐車場を一旦出て、しばらくしてから再びやって来るが、運休が続いているため残念そ

うに帰って行った。 

それでも、こんな”強者(？)”がいた。 

リーダーらしいドライバーが 4人ほどの仲間を乗せて、『今日は、五竜まで行って、

明日は鹿島槍へ縦走します』と、駐車場の車の中でゴンドラの運行再開を待っている。

雨は本降り、雷が断続的に光っている。リーダーらしい男性は、かなりのベテランとい

う雰囲気は感じられなかったが、初心者的ではもちろんなく、それなりの経験者に見え

た。 

『あなたは、それでも行くのですか』とのどまで出かかったが、今日の自分は、一従業

員だ。余計なことを言ってトラブルわけにいかない。相手は、お客様だ。 

結果的に、そのパーティがその後どんな行動をとったかわからないが、これに似たよう

なパーティもいないわけではない。 

その数日後、新穂高温泉から槍への右股登山道が大雨で増水したため、3 人の登山者が

流されて亡くなった。槍平小屋周辺は、過去にも増水で流されているし、小屋前で雪崩に

よる遭難も起こっている。 

私は、最近は歳のせいか、経験あるルートが多くなってきたためか、臆病になってきた

のか、山が近いのでいつでも行けるという気持ちがあるからか、雨の登山は基本的にやら

ないことにしている。 

登山という行為は、所詮は自己満足の行為ではある。雨の低山を単独でそぞろ歩くのは、

哲学的といえるかもしれないが、2000ｍを越えた山に、雨の降る中登ってピークを踏む

ことにどれだけの”価値”があるのだろうかと思う。 

『達成感がある』と答える人もあるかもしれないが、『○○山に登った』というだけ

の完璧な自己満足ではないのか。それは、危険だからやめた方がよいということとは別

の次元のことだ。 

敢えて言えば、私の登山は『達成感』が目的ではなく『感動』が目的だ。つまりロケ

ーションだ。岩稜、やまなみ、新雪、残雪・・・・すばらしい自然の美を目の前にして、

来て良かったと感動を覚える。 

なんとか休暇をやりくりして、遠方から高い交通費をかけて目的の山を目指す、それ

までのモチベーションを維持することだけでも、十分ではないか。 

泉州労山に入るずいぶん前、三十年近い以前になるだろうか、涸沢で雷注意報が解除

されないため、テントに一泊しただけで下山したことや、初めて西穂～奥穂の縦走予定

で幕営し、雨が降ってきたので西穂の小屋で、これから行くのは自殺しに行くようなも

のと言われて、そのまま引き返したこともあった。 

雨や曇りの日に、写真やポスターの前で、ゴンドラのお客さんに言うこともある。『こ

んな日もありますが、初めて来て、こんな写真のような景色に巡り合わせることは、難

しいですね』と。 

人々は、感動を求めて自然の中にとけ込む。非日常の世界を求める。稜線も見えない

雨やガスの中を登ることに意味がないとは言わないが、そこには感動はない。近年、『気

象遭難』といわれる事例が多いが、それは気象を読めなかったからか、それとも天候悪

化を承知で無理に行ったからなのか。『想定外』という言葉も最近よく使われるが、自

然には『想定外』のことが起こって当然だ。自然に対して『想定内』に納めようとする

のは人間の奢りではないか。 

2014年の夏が終わった。というよりも、いつから夏だったのかというのが実感だ。 

梅雨明け宣言してしばらくやや暑い日があったかなあ、それでもすぐ雨が降ったなあ。

しかも、ほとんど毎日降ったなあ、晴れた日はどのくらいあったかなあ。積乱雲が高く

伸びた日も何日かあったけど・・・。全国的に局地的豪雨やそれに伴う土石流による災

害など、異常な天気が続いているのはなぜかわからないが、我々は自然を超えることは

できない。だのに、自然を変えられるかのような錯覚に陥っている一部の人たちがある。

問題は違うが、原発も同じではないか。われわれは、自然の中に生きさせてもらってい

るだけというくらい、謙虚さが要るのではないか。 
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追記 

この文は、大阪の会から『2014年の夏山を考える』というタイトルで依頼を受けて

書いたものです。長野県下の会員や一般登山者は、こういうケースはおそらくほとん

どないと思いますが、やはり遠くから来ると無理するんですよね。  

なお、槍平近辺での増水による犠牲者の二人は、労山会員であることが後でわかり

ました（所属等不明）。私は、関係者を批判しているわけではないことをご理解くだ

さい。 

拡大役員会（９月９日）から   
1； 8月例会(19日)以降の山行 

① 8月8日(金)～16日(土) 北海道の山：横田 

② 8月22日(金)～24日(日) 合宿は中止 

③ 8月24日(日) 白馬乗鞍～白馬大池：鈴木 

④ 8月30日(土)～31日(日) 宝剣・空木岳：宮島 

⑤ 9月7日(日)燕岳：横田・内藤・桑原 

⑥９月12日（金）大遠見：鈴木 

⑦ 9月13(土)～15日(祝)県連交流山行・北岳・間ﾉ岳：谷口・宮島・鶴川 

⑧ 9月14日(日) 爺ヶ岳：森田他14名 

2；当面の山行 

① 9/月21日(日) 岩トレ 仏崎・寺Ｐ  8時集合 

② 9月23日(祝) 小谷・金山 6時白馬JUSCO集合 

③ 10/4（土）県連自然保護学習会：大鹿村  全国連盟は10/11（土）～12（日） 

④ 10/5（日）戸隠山 ぽかぽかランド ７時集合 

⑤ 10/18（土）県連・気象講習会（松本県の森）詳細未定 

⑥ 10/19（日）秋の公開山行：京ｹ倉  一般募集20名に限定 10月初旬下見 

⑦ 10/26（日）風吹岳きのこ狩り山行 

⑧ 11/９（日）妙義山 

  

 

      9月例会 9月 23日(火) 19：30～ 

内容；スライド報告～北海道の山，および各山行の報告  

今後の山行について／『ごんぞ』』の発行に向けて 

夏山遭難を考えるetc… 

マイ・キノコ狩り   森の中のプニョ   はらっぱ原爺 

シロップで頂く寒天ゼリー ～ ニカワハリタケ ＆ ハナイグチスライス     

    

 

 

 

 

 

 

 

 

今季初キノコ探しで見つけたこのキノコ・・。『キクラゲ見つけ！』と思って

引き抜こうとするとちょっと様子が違った。 

足が苔の奥深くに食い込んでいるが、引っ張るとスゥーッと伸びながら切れ 

ることもなく出てくる。 

その足のつけ根の部分が半透明でまるで寒天ゼリーのよう揺れているのを見

て躊躇わず口の中に放りこむ。ここ3年余り探し続けた幻のキノコ～プニョだ!! 

ニカワハリタケ～自分はこれをプニョと称している～は味こそないが、プ二

プ二したその食感が楽しいキノコで、ある人はしょうゆ味がいいと言い、また

ある人はシロップ漬けがいいと言う。どちらも正解で、中には醤油を持って森

の中を探し歩く人もいる。 

持ち帰って軽く茹で、醤油味とポン酢味で賞味。半分をシロップに漬けて半

日置いてみると絶品に変身していた。 

生でもそのまま食べられるが、野趣と話題性以外に生で食べるメリットはな

いので、他のキノコ同様に加熱処理した方がよい。 

ハナイグチの幼菌は茹でてスライスし、ニンニク醤油で頂いたが…、食べ終

わってから歯医者の予約を思い出す…。後の祭り！ 

 

キノコは、茹でると傘についたゴミを簡単に取ることが出来るが、その茹で

汁にこそキノコのうま味が凝縮されているのでそれは避けたい。 

ごみは丁寧に水洗いしてブラシ等も使って取り除き、その後に茹でた汁と一

緒に瓶詰にしておくと常温でも3ヶ月は持つ。瓶を煮沸し、瓶とキノコ(の茹で

汁)の双方が熱いうちに溢れるほど詰めて蓋を閉めるのがポイント。冷えると瓶

の内部が陰圧になるため大人の力でも簡単には蓋を開けることが出来なくなる。                                        

例会に参加しよう 


