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羊蹄山 ニセコイワオアンヌプリ 利尻岳
旭岳 十勝岳

8 月 8 日(水)～8 月 16 日(金)

横田 竜三（単独）

8 月 8 日(曇) 移動/ 8/7・10：00 出発、青函フェリーにて函館へ。羊蹄山麓の温泉にて車中泊。
8 月 9 日(晴) 5：00 より羊蹄山に登る。雲海が綺麗、火口一周、12：30 下山羊蹄山麓でテン泊
8 月 10 日(曇) ニセコへイワオ・アンヌプリ登山。五色温泉入浴 小樽へ
8 月 11 日(曇) 小樽のホテル泊、9：00 発稚内へ 15：00 フェリー乗り場着、欠航。稚内高原テン泊
8 月 12 日(曇) フェリー欠航、宗谷岬、豊富温泉、稚内高原博物館稚内高原 CP 場テン泊
8 月 13 日(曇) 6:00 発 9：00 利尻島着、利尻岳へ 14：00 山頂、17：00 沓形避難小屋泊
8 月 14 日(曇) 4：30 発 6：10 利尻役場バス停、8：15 フェリー発、稚内 11：00 着 旭川へ 旭岳
高原 CP 場テン泊
8 月 15 日(晴) 6：30 発ロープウェイ、8：30 旭岳山頂、12：00 下山、美瑛へ 吹上温泉テン泊
8 月 16 日(晴) 5：10 発十勝岳へ 8：40 山頂、10：30 下山 富良野へ
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苫小牧フェリー乗船

山スキーで滑ってみたい北海道の山があるので下見を兼ねて登ってきた。
1999 年にニセコへスキーに行って以来だったので 15 年ぶりの北海道である。
しかも夏は初めてだ。今年は GW といい、仕事で現場を持っていないため長期の
休暇を実行した。
北海道は登山口に野営場があり、温泉も近くにあるため山行はとても行いや
すい。特に印象に残った山は旭岳である。ロープウェイで登って近くを 1 周し
てきたが『大雪山系』ということもあってスケールがとても大きかった。丘み
たいな山であるけど立山の 20 倍位の広さがあるように感じた。
特に 7 月から 8 月初旬にかけての高山植物の開花は素晴らしい。本州のお花
畑がガーデニングに見えてしまうくらいの規模の大きさと花の種類で、白青黄
色ピンクと虹みたいになっているのでいっぺんは見ておきたいものだ。8 月の
中旬に行ったためチングルマが綿毛となっていたが、そこら中に咲き乱れて絨
毯みたいになっていた。
登山道に温泉があり、足湯みたいな感じでみんな入っていたが、旅の恥はか
き捨てとばかり裸で入浴させていただいた。ただ、浸かっていると熱いので（温
度調整が難しい）10 分位ですぐ出た。
北海道の山は利尻岳を除けば全て丘みたいだったので、トレランに最適であ
る。ほとんどテン泊だったが、食費に金をつぎ込み、魚卵、寿司と食べたいも
のに出費した結果、かなりお金を使ってしまった。特にどこに行っても生ビー
ルを注文していたような気がする。
車を使っての旅行だったので、北海道の広い道路をスピード出してドライブ
できたのも楽しかった。特にニセコからワイスというところに行く道は峠みた
いでよかったし、稚内へ行く日本海側の道路も楽しかった。
観光半分、山半分と考えていたが、観光地は中国人が多く、どこも混んでお
り、美瑛の『青い池』は渋滞であった。最後の方 15・16 日は天候も良かったた
めに仕方なく山に登ったが、景色がよく最高だった。今度は山スキーで行って
みたいなー
【反省点】
今回は 1 ヶ月前には計画していたが、8 月の盆の時期でもありフェリーのチ
ッケットが取れなかったため、青森まで車を走らせたので時間も金も掛かって
散々だった。利尻島にはフェリーが欠航だったため、2 日も要したが、特に見
どころもなく曇りで残念だった。

岩登り訓練レポ
報告者；内藤 雪絵

～ 仏崎の岩場にて

9 月 21 日(日)

参加者 5 名；鈴木 横田 土田 神津 内藤

もらっているようにやっている筈なのだがうまく行かない。その末端処理を忘
れずにと言われるが、そこまでできない。難しかった。
他にプルージック、クレイムハイスト，ムンターヒッチ等教わる。とにかく
これは繰り返しやらないと習得できない。ロープの結び方ってこんなに種類が
あるのかと、まるで魔法だと驚いた。
実際の岩登りは確保してくれる人がいる，ヘルメットを被っていると思って
いても恐怖心があった。
三点支持を意識して行った。足場がとても狭いのに、そこにつま先だけで立
って立ち込めッ！ と言われても恐くて足全体を置こうとしてしまう。どこに
手を置いたらいのか分からなくなってしまう。それでも上に到達すると、嬉しく
て周りの景色を楽しんだりした。
下りは特に足場が見えにくく恐かった。だけどその恐さが楽しかったりする
から不思議です。
これからの山行で今回の訓練を生かせますように‥。そしてロープワークは
繰り返し教わって、必ず身につけたいと思いました。
ロープワーク写真 上・左右：ムンターヒット／下左：プルージック 下右：クライムハイスト

とても天気のいい日曜日、鍬ノ峰登山口に集合する。岩登りの訓練と聞いて
も何をするのかよくわからず、登山計画を見ても知らないカタカナが並んでチ
ンプンカンプン。でも憧れの槍ヶ岳や穂高岳の顔料隊を歩くのに役に立つとの
こと，張り切って参加した。
ハーネスやカラビナ、ロープを借りる。ハーネスは漬け方から教えてもらった。
ロープの結び方は、最初の 8 の字結びから大苦戦。見ているように，教えて
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大渚山

2014 年 6 月 30 日(月)

記録者 土田 幸男

同行者 土田喜代子

石井良之助

コースタイム
出発 7：00 ～ 8：30 湯峠 8：40～ 10：52 分岐～11：19 展望台 12：10
～12：24 分岐 12：31 ～13：22 湯峠 ～ 露天ブロ ～ 16：00 帰着
去年行って林道が開通していなくて断念した大渚山，ネマガリダケ採りが急遽
決まりました。コンビニで昼食を仕入れ、7：00 に石井宅を出発して小谷の村営
雨飾山荘を素通りし、雨飾山への道と鎌池への道を分けて湯峠に着きました。
峠の駐車場には富山ナンバーの車が駐車しています。峠から北へ行く道はまだ
ゲートが閉まっています。いつもの里山のように『靴だけ履きかえて下さい』と
言う訳には行かず、防虫ネットやスプレーなどを吹きかけ、パッキングして出発
です。
雨が多いため泥だらけの道で、きれいに磨いたシリオの靴もすぐに汚れました。
ブナの木が多く、天気が良ければ明るくよい道だと思われますが、今にも降り出
しそうな天気で気持ちも沈みます。
緩やかな登りで 1365ｍ地点に登りつき、そこから下りになりました。まったく、
登りなのに下りがあるとがっかりさせられます。下り切った所が旧湯峠らしく、
ここからやっと登り一方になるようです。
ネマガリダケも出始めてきました。緩やかな登りですが、歩いては薮に入り込
み、また歩くの繰り返しで時間の割には進みません。石井さんの計画だと、出発
7 時、湯峠 9 時、大渚山 10 時半～11 時、湯峠 13：00 と言うことでしたが、早く
も遅れてきました。
5 分の 3 地点近くで先行していた富山ナンバーの 3 人(男 1，女 2)～共に 70 才
過ぎくらいの人達と出会いました。ネマガリダケ採りの間に少し霧が晴れて雨飾
山らしき岩山が見えした。
5 分の 4 地点を過ぎると明るくなり、分岐直下は道が崩れていたので山側の縁
を歩いて分岐に着きました。標識には『直進 30ｍで東峰／300m で展望台』とあ
ります。石井さんの『東峰の道はマムシが多かった』の言葉に『霧で見えないし
マムシがいるのでは‥』と、展望台に向かうことにしました。石井さんの『ネマ

p. 3

ガリダケも多いし‥』の声が決定打です。
泥田，雪田と出てきますが、予想通りネマガリダケも出てきます。下の方で
採ったような少し伸びたものには目もくれません。
300m とありましたが、ずいぶんと長い 300m で、途中『大草連道』を左に
分けた辺りで、霧の中に展望台が見えてきました。
展望台へ上がって見廻しますが、先ほどの分岐がやっと見えるだけで、後は
霧の中です。視界は 100～200m くらいでしょうか。
私達の昼食はコンビニのおにぎり、ミニトマト、キュウリ、ウインナーとピ
ーマンの炒め物です。何も見えないのに展望台でゆっくりしました。
下りの準備で私はスパッツをつけ、取り残しのコシアブラやネマガリダケを
採りながら分岐に着き、
『もう採れるものはないだろう』とパッキングしなおし
て歩きに専念することにしました。
途中、見晴らし台に寄りましたが何も見えず、石井さんは『天気が良ければ
雨飾山が正面に見えるのに‥』と残念がっていました。
下りは泥道で何回か尻もちをつきながら旧湯峠まで来てホッとしました。時
折雨が落ち始め、少し焦りながらベンチがある湯峠に着きました。着くと同時
に、待っていたかのように雨が降り始めました。
泥だらけの靴やザックを車に放り込み、露天風呂へ急ぎました。着くと車が
2～3 台停められています。
風呂の中ではマイマイガが泳ぎ、縁の岩ではクライミング、木の上からはダ
イビングと我がもの顔で、さすがに長湯できず、
『K 子さん，出るよ～』と声を
かけました。女湯からすかさず返事があったのを聞いて車に戻るとそこに K 子
氏がいます。では返事をしたのは誰だったのか，同じ名前の人がいたのだろう
か‥と盛り上がったひとコマでした。
帰宅してネマガリダケの処理をしていると痒いので見ると、何ヶ所も食われ
ています。マイマイガなのか他の虫だか分かりませんが、首にはタオル、頭に
は防虫ネット、手袋、長そでシャツにスパッツ、その上に防虫スプレーと、完
全防備だと思ったのですが‥。ツツガムシ等の怖い奴でなくてよかったと思う
ことにしました。

京ヶ倉につどう

2014・秋の募集山行に 26 名
10 月 19 日(日) 一般参加 16 名 会員 10 名

2 回目の京ヶ倉募集山行には、一般参加者 16 名(男 3／女 13)、会員の参加者
10 名(男 8／女 2)の計 26 名が参加し、好天の下、スリリングな稜線歩きと展
望を楽しんだ。
全体を 2 つの班に分け、ペースづくりで定評のある尾形さんを先頭に万平登
山口を 7：05 出発。この日は朝から雲一つない快晴・無風のまたとない登山日
和だったが、松本平から犀川に沿った平野部は濃い朝霧に包まれ、出発点の万
平も深い霧の中にあった。
前半の前半、おおこば見晴らし台までは標高差は約 220m，距離 1km あまり
で、すたすた歩いて 35 分を要するその区間をゆっくりのペースで 1 時間近く
かけて登り、誰もバテず汗もかかずに見晴らし台に到達。
展望台からの眺望は、
安曇野平と犀川に沿ってびっしりと覆う厚い雲(霧)海の
向こうに、奇勝継子落としを擁する東山丘陵、その先に常念山脈の山なみがく
っきりと浮かび上がると言う初めて目にする光景だった。霧が無ければ、ここ
は眼下に蛇行する犀川の面白さに声を上げる所であるが、思いがけない見事な
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その光景に誰もみ言葉少なに見入る。
しっかり休んで 8：19 発。幾分緩やかになった登りを北隣りの尾根にトラバ
ース気味に進んで稜線のすぐ下まで来ると、左手に目指す京ヶ倉の山容を見る
ことのできる場所に出る。どこをどのように登るかを遠目に見ることが出来る
その場所から、トドの背と呼ばれる大岩や、そこから山頂へと連続する急峻な
岩場を見てもらう。
8：43 稜線に到達。左手に餓鬼岳・唐沢岳とその右奥に裏銀座～七倉岳・不
動岳・南沢岳等アルプスの連山、右手に筑北の聖高原・姨捨(冠着)山とそれに重
なる根子岳・四阿山や浅間山を見ながら気持ちのいい稜線を歩くこと 15 分で馬
の背に着く。ここを慎重に越えてトドの背岩下の広場で逆行する尾形班と交差
し、先に山頂下の岩場の登りにかかる。
樋のような狭い岩の間をロープや木の根・岩角を手掛かりに攀じ登って 9：
18、先頭が京ヶ倉に着く。下界をびっしりと覆い尽くしていた霧はあとかたも
なく消え、山里の広場から聞こえてくる秋祭り～赤トンボフェスティバルの囃
子を聴きながら、文字通り 360 度の大展望を、鶴川ガイド・名調子の山座解説
つきで心ゆくまで堪能し、また宮島さん提供のナイヤガラを頂くなどして 1 時
間あまりを過ごし、10：22、次の目標の大城へ向かう。
京ヶ倉から大城へは 879m の鞍部まで急降下して 40m 登り返す。60 才代後
半から 70 才代後半の参加者が多いので、時間をかけて慎重に下りてもらい、
10：33 に大城着。少し早いが大勢がゆったりできて見晴らしのよい最後の場所
なので 1 時間の昼食休憩とする。
食べながら歓談・交流し、11：30 発。クマの爪痕やシカの食痕等のフィール
ドサインを見たり、三角点の解説を聞き、また展望台からの眺めを楽しんだり
して萩の尾峠を通過し、眠峠登山口の分岐に近い東屋で休憩する(12：35～45)。
ここで桑原さんの歌が飛び出す。伊藤正一さんの作曲による『雲の平の歌』
（巻末に歌詞参照）を声高々と歌い上げ喝采を浴びる。また桑原さんのリード
で『穂高よさらば』
『ふるさと』を合唱し、下山に就く。
12：56 眠峠登山口への分岐通過。13：24 眠峠登山口着。2km ほど先の田園
地帯まで歩いてもらう間に小林さん，石井(ひ)さん，土田さんに運転者を万平登
山口に搬送してもらい、車が戻ってきた時点で挨拶して 14：05 解散となる。
今回初めて鹿島槍ヶ岳と五竜岳の鞍部に剣岳が見えることに気づく。 (森田)

私の山歴（４)

初めてのヒマラヤ

チャンドラタール～『月の湖 』

桑 原

巌

ヒマラヤの青いケシ

リ着夜 9 時。タクシーの中、みんな寝息をたてている。翌 17 日は登山準備で休養。
マナリは標高 1850ｍで季節は秋だ。リンゴや柿が実り、子供達が石を投げて栗を
落としている。稲の穂波が日本の秋を思わせる。街には日本人の姿も見かけ、白人
のヒッピーの姿が目立ち、ヒッピーの森という彼らのたまり場もあるという。街

には温泉もあり入浴料は 1 ルピー(当時 1 ルピーは 1 円)。
9 月 18 日、いよいよ山へ入る日。目的の山はノルブピーク(5229ｍ)である。
マナリからバスでジャクソク村へ，ここでポーターを雇いトレッキングの開始だ。
次の目的地はクヌール、ジャクソク川沿いのキャンプ地でテントの第 1 夜である。
夜ポーター達との交歓会で踊ったクルーダンスは楽しく思い出に残る一夜である。
クヌールからドウドウ、タンタ、と次第に高度が上がり、名も知らぬ草花や屹立
する岩峰群に目を奪われているうちにマナリを出発してから 5 日目、標高 4500ｍ
の最終キャンプ地チャンドラタールに着く。
今まで経験したことのない高度である。
1955 年から数年間、転勤、結婚、子供の誕生、労働組合の専従役員で家族と別
居、結核で 2 年の入院生活、右肺上部分 3 分の 1 大手術、そして離婚で家族との別
離と、79 年の人生最大の激変の時期で山からしばらく遠ざかることになった。
再び山へ足を向けるようになったのは 34 才の時、2 度目の転勤で新潟県高田市へ
移り、そこで職場の友人に勧められて高田労山の白馬岳募集登山に参加したのがき
っかけで、高田労山に加入して会の山行に参加するようになり、再び山へ興味を向
けることになった。労山の存在もその時初めて知った。頸城連峰中心の登山から、
槍、穂高へ足を延ばすようになり，ついには北鎌尾根の虜になってしまった。
この高田労山との出会いからヒマラヤ登山の機会を得ることになった。1973 年，
全国連盟が募集したインドヒマラヤトレッキングに参加することにしたのだ。
海外へ行くのはもちろんの事、飛行機に乗るのも初体験である。この当時国家公
務員の海外旅行は大臣承認が必要で、1 年かかったが無事承認が下り、1973 年 9 月
14 日 13 時 40 分、羽田空港からインドへ向かって旅立った。3 週間の日程で、手に
したドル紙幣は 400 ドル、1 ドル 360 円の時代である。
トレッキングのメンバーは 25 人、ニューデリーへ着いたのは真夜中でさすがに
暑い。宿はインペリアルホテル、ホテルの目覚めはさわやかであった。
翌 15 日は午前中市内観光、午後 2 時に次の宿泊地チャンデガへ向かって出発。
25 人が 7 台のタクシーに分乗し、チャンデガ着 7 時、さすがにみんなぐったりだ。
16 日は登山基地マナリへ向けて朝 8 時出発、峠を越え、谷に沿って 13 時間マナ
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チャンドラタールは『月の湖』の意味でその名のごとく小さな湖があり、周囲は
5～6 千ｍ級の峻峰に囲まれたキャンプサイトでここから登頂を目指すわけである。
目前に聳えたつ赤く染まったノルブピークが湖面に映る姿は今も脳裏から去らない。
9 月 23 日、いよいよアタックの日である。アタック隊 10 名にシェルパを加えて
11 名がノルブピーク目指して出発。ルートは氷河を越えてまずドウハンガンパスと
いう峠(5000ｍ)へ登り、そこから頂上へアタックすることになる。ベースキャンプ
から約 3 時間で峠に到着。峠に立って思わず歓声が上がった。抜けるような青空の
下に広がる氷河その向こうに聳えたつ岩峰群、これぞまさにヒマラヤ、あまりの素
晴らしさに息をのんで立ちすくんだ。
パスからさらに氷河を渡ってピークへ向かう。
空気は薄くなり歩行速度は落ちてくる。3 人が頭痛のため登頂を断念し下山。ル
ートは稜線に出た。斜面が急峻になりザイルを結ぶ。2 ピッチほどで緩い斜面とな
り頂上は目前である。ゆっくりと斜面を進む。足取りは意外に軽い。ザイルを離れ
て一気に登る。もう先はない。登頂だ。
『ヤッホー』 チャンドラタールヘ向かって
みんなで叫ぶ。時刻は 12 時半、残念なことに晴れ渡っていた空が見る見るうちに
雲に覆われ、天候の悪化が懸念されるので記念撮影を済ますと昼食もそこそこ下山
に向かう。
夕闇が辺りを包み始めた頃、
登頂を喜ぶ仲間に迎えられテントへ入った。
24 日テント撤収。途中テント 3 泊で 9 月 27 日無事マナリ帰着で 10 日間の山行
は終わった。
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出席者；谷口・小林・桑原・鈴木・小山・横田・古畑・尾形・石井良・石井ひ・森田

4；機関誌『ごんぞ』について
11 月 15 日までに原稿を井川さん宛に送付のこと((郵送、FAX 、メールいずれも可)
内容は①山行記②山に関するエッセイ③近況報告等④大町労山についての意見や感

1；9 月例会以後の山行について

① 9/27(土)～28(日) 唐松岳～白馬岳：横田
② 9/30(火)～10/1(水)朝日岳：臼井
③ 10/2(木) 夜叉神峠：谷口・土田・佐藤
④ 10/5(日) 戸隠山雨天中止 ※参加予定：横田・内藤・谷口・森田・尾形・鈴木
⑤ 10/8(水) 頸城駒ヶ岳：鈴木+1
⑥ 10/9(木) 鍋倉山：鈴木・臼井

想・その他
5；その他
① 例会前の 30 分 ロープワーク等の講習
計画書送付について～FAX がなく、PC の添付ファイルで送りたい場合；
⇒谷口会長へメール送信 ⇒ 谷口さんから小林さんへ FAX
※但し、電話または携帯メールで谷口会長にその旨伝えること
④次回例会 10/28 ヨーロッパ報告＆東北・北海道スライド・ショー等

⑦ 10/10(金) 京ヶ倉下見：谷口・森田
⑧ 10/10(金) 飯縄山：鈴木・内藤
⑨ 10/12(日) 木曽駒・空木岳：谷口+2(佐久)
2；秋の公開山行について ～割愛～
3；当面の山行・例会等について
① 10/18(土) 県連・気象講習会（松本県の森）
：神津
② 10/26(日) 風吹岳きのこ狩り山行 7 時 小谷道の駅集合
参加者： 略

準備物：谷口・尾形

③ 10/28(火) 7：30～ 10 月例会
※開会前( 7：00～7：30)にロープワーク講習を行います。
④ 年内の予定

雲の平の歌

作曲 伊藤 正一

１ 秘境を恋うる 黒百合は
雲の平の奥深く 星の光に包まれ
離れし人を 待ちわぶる
２ 誰も知らない 水澄める
池塘に立てばワタスゲの ほの白き暖かし
雲の平に一人いて
３ 幾山脈を 越え来たり
雲の平に佇めば うなじふるわせ花びらは
遠き昔をそのままに

11/2(日)～3(祝) 米山：森田
11/6(木) 第 2 回岩トレ
11/9(日) 妙義山
11 /11(火) 拡大役員会
11/15(土)～16(日) 天城山：谷口
11/16(日) 霧訪山（案）
11/25(火) 11 月例会
12/6(土) 忘年会
その他の希望・案
11 月；西鐘釣山、編笠・権現、頚城権現
12 月；北八ツ、赤岳、根子岳・四阿山
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雲の平から水晶岳を望む
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