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夏山合宿 八ヶ岳縦走  8月 18（金）～20(日) 

10名以上の参加を確認！ 15日・最終ミーティング 
 

2泊コース；美濃戸-赤岳天望荘-硫黄・天狗岳-オーレン小屋‥～6名＋α  

1泊コース；18～19日；美濃戸－赤岳天望荘・泊－美濃戸‥～2名 

1泊コース；19～20日；ゲート－(合流)－西天狗岳－オーレン小屋‥～2名 
 

 1日目  松川道の駅集合5：00    7時間35分 9.8km   

07：30美濃戸口－1：00－8：30美濃戸山荘(10)－2：30－11：10行者小屋(10)－ 

－0：50－12：20中岳のコル(10)－0：25－12：55阿弥陀岳(10)－0：20－ 

－13：25中岳のコル－0：30－13：552734m地点－0：40－14：35赤岳(10)－ 

－0：20－15：05赤岳天望荘(泊)    

 

 2日目   6時間55分 9.0km 

07：00赤岳天望荘－0：05－7：05地蔵の頭－0：45－7：50三叉峰(10)－ 

－8：00奥の院(10)－0：30－8：40硫黄岳山荘－0：20－9：00硫黄岳(10)－0：40－ 

－9：50夏沢峠(10)－0：30－10：30箕冠山－0：35－11：052549m地点(10)－ 

－0：25－11：40東天狗(10)－0：20－12：10西天狗－0：20－12：30東天狗(10)－ 

0：15－12：552549m地点－0：30－13：25箕冠山－0：30－13：55オーレン小屋(泊) 

 

 3日目   5時間08分 9.6km   総計 19時間38分 28.3km 

07：00オ－レン小屋－0：20－7：202387m地点－0：40－8：002649m地点(10)－ 

－1：20－9：30赤岳鉱泉(10)－1：00－10：40堰堤広場－0：28－ 

－11：08美濃戸山荘(10)－0：50－12：08美濃戸口 

     

新たな半世紀へ‥‥51年目の夏・最大規模の合宿成功を‼    
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  霧ヶ峰 7月 9日(日) 報告者；細田 

 参加者；石井ひ、桑原、神津、鈴木、津田、鶴川栄 宮島、森田高（敬称略） 

 

松川道の駅を 6時半発。後に二箇所でそれぞれを拾い、二台に分譲して目指す

は八島湿原駐車場。今回の企画は、鶴川さん自身が毎年訪れるとお聞きしたおす

すめコース。私の目当ては、花・花。 

先ずは、駐車場から見えていて、なかなか登らないと言う鷲ヶ峰。所々に咲く

お花の名前を聞きながら登る。山頂まではなかなかの登り。頂上は見晴らしが良

く、八島湿原が一望できる。 

一息ついて下山。八島湿原の木道を行く。木道左右の花と柔らかな湿原の風景

が心和む。コバイケイソウも咲いている。鎌ヶ池でシャッターチャンス。湿原ら

しい風景を堪能した後、奥霧の小屋から物見岩を目指し登り坂を上って行く。  

今日は日曜日とあって行き交う人も多い。雲がやや厚くなり天気が気になる。

遮るものが無いので雷は心配だ。 

11時 20分，ようやく物見岩に到着。人気のスポットだけあって大勢の人がお昼

を広げている。我々は雨も心配なので、一休みして先を急ぐ。車山頂上の丸い気 

  
   蝶々深山に勢ぞろい 

象レーダーが見える。今日はそこまで行かないが、手が届きそうに見えるので、

次回は登ってみたいと思う。 

蝶々深山を越える。なだらかな高原に見えて上り下りは結構きつい。柔らかな

山々に道だけがくっきりと浮かんで見える。通って来た道のりがよく分かる。車

山への分岐から木道を真っ直ぐ歩いて、昼食をコロボックルヒュッテ前で摂る。

お腹が空いたので、お昼が美味しい。 

ようやくお腹が満たされたところで、歌碑などを見つつ出発。今日のとってお

き、ニッコウキスゲの群生地を巡る。湿原でも所々にその姿を見られ 感激だった

が、ここはさすがにたくさん有る。今年は、花期が遅く満開にはもう少しなのが

残念だった。御射山ヒュッテで休憩後、八島湿原の対岸を通って駐車場へと帰り

着く。途中、一巡したコースを眺められ、今日は本当に良く歩いたなと思う。 

八島湿原は子供の頃一度来て、七島八島と言っていたような記憶がある。大人

になって、また来られたのは嬉しい。企画してくださった鶴川さんに感謝であ

る。                            いくババ 

 

写真レポ 船窪岳   7月27日(木)～28日(金)  
参加者 勝野・神津・細田・古畑文 他3名 

 

    
     船窪小屋にて 
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スイス旅日記   7月 18日～26日 鶴ちゃん 

  
   オーバーロードホルン登頂            エーデルワイス 

 

7 月 18 日夜中の 0：35 に中央タクシーのお迎えで成田に向かう。相乗りの為、安曇

野市、松本市、塩尻市、そして仲間のＦさんが諏訪から乗って 6 時過ぎに成田に到着。

長野方面からのメンバーと落ち合い、総勢８名で9：25分発の大韓航空で韓国インチョ

ン空港に向かう。14：25分のフライトでアッという間に到着。14：55、同じく大韓航 

空にてチューリッヒに向かう11時間30分のフライト。北回りでモンゴルからシベリア

上空、バルト海から回り込んでスイスのチューリッヒ空港に。ちょっとだけシベリア平

原が望めたが道路が延々と続き人家はない・・・。 

19：25分に着いた。時差７時間スイスは遅い。ここで、今回依頼した名古屋にあるチ

ックトラベルの宮下さんと合流。なんか1日中行動していたように思うが。緯度が北に

あるせいか 20 時を過ぎても外は明るい、きれいな町という印象。ここで 1 泊。ホテル

は清潔、簡素。シャワーはあるが、シャンプーなどなし。日本から持参せよというわけ

がわかる。スリッパもない。とりあえず飛行機の中で貰ったのを持って来て良かった。

汚いので翌日は捨ててしまったが持って来なかった私は今後多いに困ることになる。 

 

7月19日 快晴、移動日。 

チューリッヒからグリンデルワルドに電車で移動。スイスは鉄道網が整備されている。

日本のような改札はない。鉄道チケットを買って車内に入る。改札もない。したがって

駅員もいない。車内では駅員がチケットの監察に回ってくる。ちなみにユニフォームは

像のマークのマムート。時には外国人はパスポートを提示して下さいということもある。   

シュピーツ、インターラーゲンと鉄道と乗り換えてグリンデルワルドに到着。目前に

アイガーがそそり立ち圧倒される。ホテルは少し丘の上にあり、車で向かう。町は絵葉

書そのもの・・。ホテル＝キルヒュピュール（表示された文字は最後まで読めなかった!!）  

本館にコテージが沢山あり、キッチン付きで自炊OK。私達は3部屋に分宿。食事は

本館まで歩いていく。午後早く着いたので自由行動でアイガーの展望台へロープウエイ

で向かう。栂池のロープウエイの類ではないほど長い距離を乗った。40フラン日本円で

5000円位。降り立った地点は見事なお花畑が広がっていた。 

スケルトンの展望台は順番待ち。日本人、中国、韓国、台湾とアジア人でいっぱい。

下を見ると怖いが日本のおばさんも記念写真。雲行きが怪しくなり、慌てて帰る。ホテ

ルではテラスに虹が出ており感激。食事のメニューは飲み物(ビール or ワイン)スープ、

サラダ、メインディッシュ、デザート、コーヒーor紅茶がお決まりコース。 

 

7月20日 曇り アイガートレイルへ 

アイガーは望めず‥，でも予定通りアイガートレイルトレッキングに出発。登山電車

に乗り、クライネシャイデック・・・。ユングフラウ・ヨッホ方面の途中駅で下車。本

来ならば、ここでアイガー北壁が見られるはずとか‥。小雨降る中それでもアイガート

レイルの出発地点を目指す。 

  咲き乱れる花に癒され、歩みのろく写真撮りに夢中。結局アイガーは顔を出さず、天 

  

そそり立つアイガーに圧倒される                 マッターホルン                        
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アルプスの花たち‥‥アルプスの花シリーズ(次号)をお楽しみに！ 

 

候も不安定で落石の危険もあるのでトレイルは断念し、反対側のルートを歩くことにす

る。トラバース道みたいな感じなので、またお花を眺め写真を撮りながらゆったりと歩

く。 

すれ違った外国人が、アイベックス(鹿の仲間，角が 2本で長い）をそこで見たと教え

てくれる。こちらもその地点で一生懸命に探すがその時は見つからず残念‼ 途中でつ

つじ科のアルペンローゼの花に会えて感激～そこにしか咲いていなかった。帰り道、ま

たアイベックスを探す。いたいた、肉眼で漸くの大きさではあったが確認。 

一日中曇天の中、少し晴れ間もあり、ユングフラウとメンヒを望め心豊かに登山電車

に乗ってホテルに戻る。グリンデンワルドにモンベル支店があると聞き、スイスオリジ

ナルＴシャツを求めたいという仲間の要望で立ち寄る。夕食後、宮下さんが 30 年前に

挑戦した三大北壁登攀の話を聞く。今の若者は挑戦せず情けないと嘆く。 

 

7月21日 快晴 ツエルマットへ移動。 

鉄道に乗りインターラーゲンで下車。ツーン湖の定期船に乗りシュピーツへ。湖上か

らの景色を堪能しながらバスで鉄道駅へ。ここからビスプで乗り換えてツエルマットに

到着。明日に備えてCOOP(スーパーマーケット)でお昼のパンや飲み物の買い出し。 

ホテルは簡素で古い。宮下さんの定宿だそう。宿主クリストフはガイド。ブライトホ

ルンのガイドの 1名。荷物を整理して町の見学。古い町並みや新しい通りを見学。途中

で羊のパレードに遭遇する。銀行で両替‥‥。ブライトホルンは直接契約なのでガイド

料と乗り物は別途料金。 

夕方になるとスコールが降る。折り畳みの傘が必要。夕食は別のレストランに行く。 

ここも宮下さん馴染みのお店とか。コース料理だがシンプルそのもの。いつの時もパン

は美味しい。 

7月22日 快晴 オーバーロートホルン (3415m) 登山 

地下ケーブルに乗り、ロープウエイを 2本乗りつぎ辿り着いたらそこはマッターホル

ンの絶景ポイント‼ 皆で写真撮りながらオーバーロートホルンへ向かう。360度の大パ

ノラマが広がる。 

明日登るブライトホルンに向け、宮下さんに呼吸法を教えてもらい実践しながら登る。

標高3100mまでロープウエイで登っているので、高度差は 300m。ゆっくりと歩いても

2時間程で山頂に。雲母岩っぽい石でキラキラと輝いていた。 

下りはコルからクンメの谷を下る。途中でエーデルワイスの花とご対面。群生地とい

うが‥‥。まあ他より咲いていたかな。地味だが品格がある。下りは結構長い。マウン

テンバイクの若者が何人も通り過ぎていく。眼下にツエルマットの町が望める。途中で

チーズ小屋に立ち寄り、チーズ、サラミを食べる。自家製で売り物ではなくここでしか

味わえないらしい。スイスで一番長く歩いた日。 

 

7月23日 晴 ブライトホルン登山(4164m) 

上部は風が強いが決行するという。ロープウエイ駅でガイドと待ち合わせ。ロープウ

エイの駅を降りたら白銀の世界。冬山装備を整えてガイドとザイルを結ぶ。ガイド 1人

に私達2名の構成。歩き出しは視界がきかず風は強い。こんな状態で登れるのと思いつ

つガイドの後に続く。延々と荒野を歩く感じで、途中一瞬だけ視界が広かる。 

1 時間程歩きアイゼンを装着。その時に少し休憩しただけで、そこから急斜面を登る。

結構苦しい場面もあるが呼吸を整えつつ登るとここが山頂とガイドが言う。心配してい

た高度障害もなく登頂できた。丁度ガスも切れて周囲の山々も見渡せる。 

 

  

   
グリンデルワルド・フロストロープウエイ     羊飼いと羊の行進                
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ブライトホルンへの道                     ブライトホルン登頂～ガイドさんと 

 

一瞬ではあるがマッターホルンの姿も目にした。イタリア側の山はガスで見えなかっ 

たが、前日に登ったオーバーロートホルンが見え、感動!!  

アイゼンをはずす所まで、帰りは私が先頭。苦しく喘いだ道をあっけなく 20 分で下

る。ロープウエイの駅まで1時間。終わってみれば、日本の北アルプスより体力使わず

に登れた感あり。それもロープウエイで標高を稼いでくれたお陰でしょう。 

帰りのロープウエイの中はやったね!! と充実感に溢れていた 6 人のメンバー (2 名

は別メニューでトレッキング)であった。夕食のビールは格別においしかった‥。 

 

7月24日 曇り 予備日 ゴルググラート鉄道に乗り終点へ。 

本来なら絶景が待っているはずであるが・・・。上部はガスで見えません。昨日登っ

たブライトホルンも半分、マッターホルンも半分。池に逆さマッターホルンが映る場所 

   

  喜色満面登                  頂を喜ぶ                   

も NG。気を取り直し、途中駅まで歩く。カウベルを付けた牛との出会いあり、高額な

ランチに財布が寂しくなったり、まぁおしゃべりに花を咲かせてホテルに帰ってきた。  

その後は宮下さんのガイドなしで自分たちだけで行動。時間があるので宮下さんが博

物館や自分の名前が刻まれているホテルなどに案内してくれた。そしてまた、ツエルマ

ットにあるモンベルに立ち寄る。 

 

7月25日～26日 曇り～晴 移動  ベルン～チューリッヒ そして帰国 

鉄道でベルンへ移動。ベルンは世界遺産の街、赤い路面電車でローズガーデンへ。公

園は華美でなく落着きある雰囲気で小高い丘にあり、ベルンの町並が見渡せて素敵な場

所でした。ここでランチを食べて市街地にある大聖堂や時計台を見学し、チューリッヒ

空港に向かう。空港で宮下さんとお別れし、21：20分の大韓航空でインチョンへ。     

26日15：20インチョン着。17：40乗り換えで20：00成田着。時差7時間，早い‼ 

 

 スイストレッキングを終えて 

誰しも一度は行きたいと憧れますが、いざとなると高額な旅費もかかりますし、

躊躇うでしょう。一緒に行く仲間やチャンスもそうそう訪れるものではありません。  

滅多にないそのチャンスを目の前にして、「今しかない‼」と参加を決意しました。 

 今回のスイストレッキングは、これまでのような、移動はオンボロバスや車，宿

泊はテント利用‥と言う海外遠征とはひと味違うものでした。 

 ブライトホルン登山そのものは、自分が想像していたより案外簡単に終えてしま

いましたが、山と観光をミックスした今回の企画は、満足度100％でした。 

           
ベルン～美しい旧市街                           登頂証明書が送られて来た!  
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八ヶ岳 天狗岳(2646m)山行 7月 16日(日) 

   報告者；鶴父ちゃん 

参加者；石井 神津 古畑文 谷口 津田 鶴川栄 細田 宮島 

コース 桜平登山口➡夏沢鉱泉➡オーレン小屋➡ 

箕冠山➡根石小屋➡東天狗岳➡夏沢峠➡オーレン小屋➡桜平 

 

夏の朝を気持良く迎え、松川道の駅で谷口車と鶴川車の2台にて5名で出発しま

した。安曇野市にて、高級人生グループ 3名を拾い、8 名で出発。順調に石井スペ

シャルルート～かなり以前に石井さんの旦那さんが、硫黄岳まで3時間弱で登れる

このコースを教えてくれ、当時、地図上では点線で歩けるのか判断がつかないでい

たのを、桜平から登れると教わり、私たちはそう呼んでいる～の登山口へ到着して

みると、駐車スペースを確保するのに苦労するほどでした。 

何とか身支度を整えスタートすると、わずか 10 数分で暗雲が立ち込める雰囲気

が漂っています。宮島御殿の当主様の様子がおかしいのだ。いつもなら吉本興業並

みの明るいトークが出てくるのに、この日はおかしい!!  

そういえばいつもの車はジムニーなのに、今日はボロの軽トラックで来ていまし

た。どうも車もロックせず、車内には高額の桁が並んでいるらしい預金カードや免

許証が入っている高級財布まで置き忘れてきたらしいのです。盗られたら大変なこ

とになる!! 本人は顔が引きつっています。そしてその影響で 8 人の登山隊はまる

でお通夜の行列なってしまったのであります。   

あまりに重苦しい雰囲気なので、私は思い切って自分の携帯で奥様の所へ TEL

を入れてみました‥。そんなこんなで色々ありましたが、オーレン小屋へ到着する  

  
  オーレン小屋にて                            東天狗岳 

頃には、車の盗難の不安が消えて少しずつ楽しい山行になりました。オーレンから

は口が動きっぱなしになり、アッという間に稜線に出ました。 

この日は結構風が強くて、痩せている私は飛ばされそうでした。皆元気に頑張っ

て東天狗を登頂し、夏沢峠を目指して下山してきたけれど、余りの風なので根石小

屋に駆け込み、休憩室にて食事を摂りました。 

小屋の管理人はとても親切で使用料を請求されず、ゆっくりと休めました。やっ

ぱり女性陣が多いとお惣菜が出てきたりして楽しい食卓になりました。お天気はイ

マイチだったけれど、稜線に咲くコマクサや、ミヤマダイコン草の花と中高年女性

の華に癒され、私達オジさんたちは充実した山行ができました。 

 

第 8・9回例会報告 8月 2・15日(火) 

1；山行・行事実績‥‥7月 18日(例会)～8月 10日 

7月 18日(火)～26日(水) スイス・ブライトホルン，他：鶴川栄子＋7  

7月 18日(火)～19日(水) 船窪：仙波              

7月24日(月)～25日(火) 燕岳(合戦小屋まで)：森田＋小学生3 おとな2 

7月26日(水)～29日(土) 西吾妻山・安達太良山ほか：谷口＋1 

7月27日(木)～28日(金) 船窪：勝野・神津・細田・古畑文子＋３ 

8月 1日(月)  爺ヶ岳：仙波 

8月 1日(月)～12日(土) 北海道・十勝岳・利尻岳・羅臼岳・雌阿寒岳＋観光：宮島 

8月11日(金)～15日(火) 七倉・雲の平・薬師・黒部：横田 

8月11日(金) 霧ヶ峰・八島湿原－美ヶ原・三城・百曲り－美しの塔：鶴川栄  

8月13日(日) 美ヶ原・桜清水―石切場ルート・王ヶ鼻：津田 鶴川夫妻  

 

2；山行・行事予定 

8月23日(水)～24日(木) 蓮華岳：仙波 

8月28日(月)～31日(木)の間の1泊2日 常念岳・大滝山or蓮華温泉－鉱山道： 

古畑文 鶴川栄子 細田 

9月2日(土)or3日(日) 伊那権現山：仙波＋山博・烏帽子の会(下見) 

9月 9日(土)～10日(日) 県連・山の歌を歌う会 場所：戸隠・アコーデル 

9月30日(土)～10月1日(日) 第7回北信越ブロック交流登山in 新潟 
場所：「海谷山峡パーク」 新潟県糸魚川市 

晩夏から秋の個人山行も積極的に計画しましょう。 

 


