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夏山合宿 八ヶ岳縦走  8月 19(土)～20(日) 
参加者：神津・古畑文・鈴木・仙波・谷口・鶴川夫妻・津田・北條・細田・前田   

8月18日(金)～19日(土) 勝野 

   
報告者：みよちくりん 

当初の予定の18日、生憎の雨。集合場所での早朝会議で、日程変更不可のKさんを

見送り、後は翌日からの全員同コースへと変更になった。 
 第1日目。ガスにけむる中、高齢でひざに問題の私のためもあり、かなりゆっくりの

歩きとなった。美濃戸山荘を計画とほゞ同じ7：30発。後方のベテラン陣は、さぞ美味

しい空気をたっぷり吸いながら、山散歩の気分だったと思う。 
行者小屋までは予定通り進んだが、中山のコルでは 30 分の遅れとなった。雷の危険

もあり、阿弥陀岳をカットすることになって、体力に自信のなかった私は正直ホッとし

た。しかし、亀の子ペースが響いているのも確かで、申し訳ないと思った。 
 赤岳への登りを見上げ、岩稜帯への期待7分と不安3分で胸はふくらみ、頼みの気力

を奮い立たせて歩を進める。岩肌には凹凸が多く、容易にホールドが見つかって、両手

を使っての岩登りは楽しかった。何を隠そう、私は岩が大好きなのだ。赤岳山頂に13：
30着。第一関門が突破できて、とても嬉しかった。 
 赤岳展望荘への下りには、だらだら続く長いクサリ場があり、気が抜けなかった。前

向きにとんとんと下りて行く人たちを横目に、私は慎重にバックで下りた。山荘14：30
着で、女性陣は一番風呂に間に合い、早速、五右衛門風呂の釜にドボン。山小屋にお風

呂は不要と思っていた私だが、あまりの気持ちよさに、一時的にその考えは引っ込める

ことにした。 
 一部屋貸し切で、飲み続ける人、父チャンのやけに強力なマッサージに悲鳴をあげる

人、おしゃべりに花を咲かせる人と合宿の一夜が更ける頃、土砂降りの雷雨の襲撃があ

った。 
 第 2 日目。危ないと散々脅かされた横岳に向けて、7 時の予定を早めて 5：45 出発。

期待 6 分と不安 4 分。向うからやってくる人に聞けば、「キンタマがちぢみあがった」

というので、「じゃ、女性はどうなるの？」との声に、一瞬、力が抜けた。赤岳のときよ

り、いくらか危険度は増したように思うが、無いキンタマがちぢむほどではない。かと

いって気を緩めたわけではなく、緊張感をもって、リーダーの足の置き場を確認しなが

ら進む。そのためやゝくっつきすぎた時もあって反省。最年長の私のあとに最年少のM
さんがついてのアドバイスとリーダーからも要所での的確な助言で、とても心強く、岩

稜帯では無心で岩に取り付くことができて疲れを忘れていた。 
「仙婆が滑落するかも…」という危ない期待を裏切ってしまったが、念願の赤岳～硫黄

岳の縦走を無事終えることができて、辛抱強く見守って下さったメンバー全員に感謝あ

るのみ。 
眺望はいくらか残念なところもあったけれど、樹林帯では、沢山のきのこに出会い、

美濃戸が近づくころには冗談の応酬も賑やかに、最高に楽しい山旅だった。 
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湯俣~雲ノ平~薬師~室堂 横田竜三 8 月 10～15 日 

   
13日 雲の平  奥日本庭園から薬師岳を望む   14日 薬師岳にて～背景は太郎山         

 
 8月 10日 曇後少雨 七倉（18：20）→高瀬ダム上（19：20）→林道終点

（20：30）→名無し小屋（21：05） 
 七倉の登山口に着いた時はそこでテン泊しようと思っていたのだが、何回も行

っている道だったので、明日の竹村新道を少しでも楽にしようとして名無小屋ま

で歩く。到着後すぐ寝た。1人貸し切り。 
  

8月 11日 晴れ夜時々雨 名無し小屋（4：10）→湯俣（5：20）→湯俣岳

（10：05）→南真砂岳（14：00）テン泊 
 朝 3：00 起床し、朝飯を済ませて 4：00 には出発した。CT どおり 1 時間で湯俣

清嵐荘へ到着。そこから湯俣岳までCT3：00のところ 4：40もかかってしまう。こ

れには参った。そんな急坂ではないのだが、荷物が重く、かなりしんどい。食料を

入れすぎたか。焼肉+野菜を 3食分用意したのがいけなかったのだろうか。 
盆だからか竹村新道で 10 組くらいすれ違う。南真砂岳まで行けるのか？と思い

ながらなんとかその南真砂岳まで 15 分位の所で昼食にした。力を付けるために焼

肉だ。今日は南真砂岳でテントを張って寝た。15：00～17：00 まで寝てしまった。

まだ日が残っており明るい。同じような人がもう一張テントを張っていた。夕食も

焼肉にした。酒飲んでこれまたすぐ寝た。夜中雨の音で何度か目が覚めるが、よく

眠れた。 
 
 8月 12日 曇一時雨のち晴れ 南真砂岳（5：25）→真砂分岐（6：30）→水晶

小屋（8：30）→岩苔乗越（9：25）→雲ノ平（13：00） 

 朝 3：00起床、朝食を済ませてテントを撤収。テントは少し濡れているだけでほ

とんど乾いていた。ガスがひどく眺望が良くない。出発の支度を終え、他テントの

人に話しかける。似たように荷物が重く、しんどすぎてここにテント張った様であ

る。短い会話を済ませ水晶小屋へ向かう。昔、山岳会へ入る前に湯俣からGWに南

真砂岳に来てキャンプした。初めて雪の上にテントを張って中には銀マットを敷き

寝たら、とても寒く眠れたものではなかった思い出がある。その時は星空が素晴ら

しく、星がすごく近くに見えた。そのことを思い出しながら、体力が落ちてしまっ

たことを嘆いた。 
水晶小屋へは 10 年前に雲ノ平に行って以来である。その時雲ノ平のキャンプ場

で、ラジオを聞きながらボケーとしていると小谷のラーメン大学の事件がニュース

で入ってきたのを覚えている。水晶小屋には 10 人位いた。水晶岳はガスで隠れて

見えないので、ワリモ分岐へすぐ出     
発。 
途中で軽装の登山者と 30 人位すれ違

う。百名山のためワリモ北分岐に荷物を

置き、水晶岳までピストンする人が多い。

祖父岳で雨になり、濡れた木道を雲ノ平

まで歩く。10年前と変わらず、テン場に

は遠回りをしなければならない。植生回

復は自然に任せては無理であろうと考え

る。人が壊したなら人が直さねば回復は

時間がかかると思いながら雲ノ平に到着。  12日 南真砂岳より真砂岳を望む    

よく木道を設置したものだ。この時点で

予備日の消化が確定した。テン場はほぼ 8
割型埋まっていた。盆は人が一杯だ。 

  
 8月 13日 晴れのち曇 雲ノ平（5：10）
→薬師沢小屋（7：40）→太郎平小屋（10：
30）→薬師峠キャンプ場（11：30）    

12日 水晶小屋に向かう途中で槍を望む 
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 雲ノ平から木道を 1ｈ30くらい歩くと沢筋を下る。これがまた急で石がごろごろ

あり、人が歩くため泥が石に付き滑りやすい。ほんとに嫌だった。朝はアラスカ庭

園付近で良き眺望を楽しめた。薬師沢小屋から太郎平小屋までは沢がいくつも流れ

ており、キャンプに適した場所はいくらもあっ た。黒部五郎・薬師岳は裾野が広

く大きく感じる山である。しっかり晴れたのはこの日だけである。テン場に到着し、

頭を洗い、服・靴下も洗った。しかし 14：30くらいから曇りだし、半乾きであった。           
 
 8 月 14 日 曇のち雨 薬師峠（4：50）→薬師岳（7：00）→間山（9：30）→ス

ゴ乗越小屋（10：30）テン泊 
 今日も曇りで出だしから嫌になる。メインの薬師岳です。登っているとうまいこ

と霧が晴れていき、薬師岳に着くと眺望が素晴らしい。富士山も見えて、乗鞍から

唐松まで見えた。近くにいたおじさんと一緒に山座を固定しながら、20分位眺望を

楽しんだ。すぐ北には北薬師岳がありそこは風がなかったが、薬師岳は本当に風が

強く、「山と高原地図」通り日本側からの風が強い。スゴ乗越小屋に着けば霧にな

りいつ雨が降り出してもおかしくない天気になってきた。ここでカレーを食べたが、

インド風ですごく美味しかった。ただ、場所は日当たりが悪く、いつも空気が淀ん

でおり、道も泥々で良くない。 
 
 8 月 15 日 曇 スゴ乗越小屋（4：40）スゴの頭（6：05）→越中沢岳（7：25）
→鳶山（8：50）→五色ヶ原（9：40）→獅子岳（11：20）→浄土山（12：00）→室

堂（12：50） 
 翌 16 日は雨になると同じテン場の人から情報を得る。それなら下るかと考えて

みた。五色ヶ原まで 6時間、室堂まで 6時間計 12時間。なんとか行けそうである。

今日までゆっくりと余裕の行程であったため、少し頑張ってみるかと動き出す。朝

は小雨でテントビチョビチョ、底泥々で気が滅入る。スゴの頭に着くと雨もやみ、

曇になって行く。気分も良い。越中沢岳からガスに包まれ眺望も何もあったもんじ

ゃない。12時間かかる所を 9時間で行けた。荷物も軽くなったし、体力も温存して

たし、うまいこと行った。黒部ダム発最終バスが 16：30なので余裕だった。五色ヶ

原で出会った夫婦は乗れたかな。AM3時にスゴ乗越を出たと言っていた。 
大町駅に 15：20 に到着した。16：36 発南小谷行き迄 1 時間余裕があるのでどこ

かでビール飲もうと探すが、どこもかしこも 17：00 から夜の部がはじまりで閉ま

っていた。喫茶店で時間を潰し、駅隣りの豚まんを食べた。思いの外、美味しかっ

たです。 

次の日は洗濯に明け暮れた。テントの泥は洗濯機だけでは落ちないです。カラッ

と晴れない盆でした。 
 
＜反省点＞ 
今回は夜から入って少しでも竹村新道を楽になるように計算したがちっとも楽

になっていなかった。 
もっとラーメン類を持っていけばよかった。アルファ米はまずい。食いきれず次

の食事に持ち越すが、まずいため結局食べない。 
足が臭すぎる。朝、靴下を履くのが嫌になる。メリノウールのソックスでもひど

く臭い。昔、銀+の消臭スプレーを持っていったのを思い出した。 
 
＜良かったこと＞ 
1 人で暇だったため、テン場に着いたら暇そうな人を見つけて声をかけた。時間

も消化でき、情報も収集できてとても良かった。 
東京の人が言うにはもう「山ガール」のブームは終わりらしい。 
このコースで上高地・新穂高に抜けるのが結構多かった。大学の WF、山岳部に

出くわすことが多々あった。少ないけど女の子の部員がいて頼もしく思った。大学

山岳部が廃部にならず今持ち直しているのはいいことかも。大学生は 100L クラス

のザックを背負っていたのでそこは今も昔もあんまり変わらんなと感じた。 

   

 13 日 薬師峠のテンバ場は大賑わい              14 日 薬師岳から北薬師岳を望む。 
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北海道一人旅登山・前編 平成29年8月1日～8月12日 

十勝岳・利尻山・羅臼岳・斜里岳・雌阿寒岳 
               宮島順一        

  

 

８月１日（火） 

朝４時、新潟港に向け安曇野ＩＣを出発。少々早い出発だが事故でもあるとフェ

リーに乗り遅れるので余裕を持っての出発。新潟亀田ＩＣを降り新潟港フェリー乗

り場前で燃料の補給と乗船中の食料の買い出し。フェリーは定刻１１時４５分に出

港した。 

「新造船・あざれや」は、ほぼ以前のフェリーと構造は違わないが、以前乗船した

時は大部屋があったが、新造船は一人ひとりのベッドで実に快適に出来ている。 

早速、生ビールで喉を潤してから６階にある風呂に行くことにした。露天風呂もあ

り、北海道に向かう旅行客とも情報交換し、これからの登山にワクワクする。新造

船は以前の船に比べ静かで揺れが少ないと感じた。 

 

 

８月２日（水）                 

 小樽港には定刻４時半に到着。早速、札樽自動車道小樽ＩＣに向かう。高速道路

は札幌を経由し、道央自動車道三笠ＩＣで降り中富良野町に向かう。道路幅は広く、

ついつい８０キロもスピードが出てしまい、抑えるのが大変。今日登る十勝岳（２

０７７ｍ）に向け白金温泉へ。雲行きが怪しく雨がポツポツ。やっと登山口である

望岳台に到着。早速、準備し８時４０分に出発。火山の山であるのでなかなか歩き

にくい。十勝岳避難小屋を経由し、急坂を経由し昭和噴火口に到着。ここからは、

火口壁であるので勾配もゆるく頂上も確認もできるので、急ぎ足となる。頂上直下

は急こう配で大きな岩もあり歩き憎いが１１時４０分、やっと北海道一山目に到着。

眺望はあまりよくないがガスが飛ぶと周りの山が確認できる。             

 ここから、以前登ったトムラウシ岳に続いているのであるが、歩いて見たいルー

トの一つである。下山にかかるが、登山道は滑りやすく１４時１０分登山口の望岳

台に到着。早速ビジターセンターに向かいソフトクリームを食べ情報を入手。今日

のテント場をどこにするか迷っていたが、吹上温泉キャンプ場に行ってみることと

し向かう。吹上温泉に到着すると芝生のテント場であるし、テント場から近い白銀

荘で温泉にも入れるので決定。早速、白銀荘で手続きをし、テントを張ってからお

風呂に向かう。湯温も適温で露天風呂

も最高。カラスがいたずらするので食

料は十分注意するようアドバイスさ

れた。 

 

８月３日（木）             

 

朝３時頃テントに雨が当たる音で

目が覚めたが、４時ごろには気になる

ほどの雨ではなくなり、早速食事をし

てからテントを撤収。せっかく来たの

で十勝岳温泉凌雲閣に向かう。ここも

十勝岳への登山口となっている。少し

下ったところにカミホロ荘があるが

大きな施設で旅行客の車がいっぱい

であった。 

上富良野市に向かう。今日は利尻島

まで移動する長距離移動だ。  

美瑛町でラベンダーや北海道の風

景を楽しみながら旭川市のはずれに

ある道央自動車道「旭川鷹栖ＩＣ」で

乗り、士別剣淵ＩＣで降りひたすら国

道を稚内港に車を走らせる。途中２か

所、高速道路のようなバイパスがあり

助けられる。                

８月３日 稚内港から利尻島に向かうフェリー 

８月３日 焼きウニ500円 
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１０時稚内港に到着。フェリー乗り場カウンターに行くと２０分後に利尻島に向

け船が出港するとのこと。慌てて車に戻り大型リュックに、考えられるものを全て

突っ込み登山用リュックを抱え、フェリー乗り場に向かう。出港時間の確認を怠っ

たことを悔いた。結局はマットとガスバーナーを忘れることとなる。フェリーは観

光客を乗せ定刻１２時半に鷲泊港に到着。 

 早速、乗り場前の食堂に入り利尻ラーメンを食べ、コンビニを探したが近くに無

くレンタル自転車を借りセイコーマートへ。北海道はセイコーマートが多くセブン

イレブンも前に来たときよりは道内に増えた気がした。 

 この日は、こちらの夏祭り。覗いてみるとウニを焼いている屋台があり、食べる

ことにする。とろろ昆布を練りこんだラーメンをお土産に買う。 

 フェリー乗り場に戻り、タクシーで北麓野営場に向かう。５キロほどの距離だが

歩くと一時間ほどかかるので利用することにする。キャンプ場管理棟で手続きし早

速テントを設営。時間も早いのでゆっくり時間を過ごす。 

 少し経つと隣に若い、いわき市から来た方がテントを設営。楽しい会話を楽しむ。 

 

８月４日（金） 

 朝３時４０分ヘッドランプを点けなが

ら樹林帯の中を進む。ほどなく点灯しなく

ても歩ける状態となり、長官山に着くと心

配していた天気も、うそのように晴れ、利

尻山山頂が眺望でき、モチベーションが上

がる。少し下ると利尻山避難小屋があり、

どういうようになっているのか覗く。ここ

から頂上に急登となり、頂上直下では崩壊     

し今でも落ちそうな登山道を慎重に登り、

ようやく７時４０分大山神社がある頂上

に到着。ここからはローソク岩も手に届

くような位置にあり、２ｍほど高い南峰

は立ち入り禁止となっていた。十分眺望

を楽しんだ後、登山口である北麓野営場

に１１時無事下山することができた。管

理棟でシャワーが１００円で浴びること

ができ、すっきりしたあとタクシーを呼

んで鷲泊港フェリー乗り場に向かう。 

野営場管理棟で仲良くなった写真家の方が港まで乗せて行ってあげるとおっし

ゃたが、残念ながら呼んだタクシーが着いてしまった。 

 フェリー乗り場の前の食堂でホッケ定食を頂いた後、お土産屋に寄り出港するま

でどこか良いところがないか尋ねると、港が一望できるペシ岬に是非行ってみなさ

いと助言いただき行くことにする。 

 近道を教えて頂きゆっくり歩いてペシ岬に到着。途中には会津藩士の墓があり解

説のプレートがある。頂上からは港が一望でき、フェリーが入港してきた。 

 

 その後、お土産に何か良い物がないかメイン道路をセイコーマートの方面に歩い

て行くと小杉商店という昆布屋さんがあり、そこのおばあちゃんが気さくで結構お

安く購入できた。おばあちゃんは信州から来たと言うと善光寺に行ったことがある

と言い、若い頃の写真や魚やウニ等を捕る漁船の出港の合図の旗振りを漁協から頼

まれペシ岬で何十年もやっていたそうだ。旗の色で捕る種類が決まっていたそうだ。 

その後、フェリー乗り場に戻り稚内へ戻るフェリーを待つ。２時半に出港し観光

客で船上は結構にぎわっていた。稚内にもどり駐車場に行くと、福岡から来た女性

二人から声をかけられ話し込む。レンターカーで北海道を回っており、民宿と車の

中でも寝るといい車内を見せて説明してくれた。その後コインランドリーに行き野

寒布岬で写真を撮り今日のテント場を探すが、津波防波堤ドームが良いと教えてい

ただいたが、結局は道の駅の駐車場外れに暗くなってからテントを張り早朝にはテ

ントを撤収し知床に向かうことになる。  

以下 次号へ続く 

 

  

8月4日 ロウソク岩とイブキトラノオ     同 鴛泊港からペシ岬を望む  

８月４日 利尻ヒナゲシ 

８月４日 利尻山頂上 
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水晶岳・雲ノ平・黒部五郎岳〜薬師岳〜室堂 
前田昌也  2017年8月12日（土）〜18日（金） 

  
 8月13日 念願の水晶岳                      8月13日 読売新道から黒部ダム方面を振り返る 
 
去年裏銀座を縦走したときに風雨が強く登れなかった水晶岳、ゴールデンウィー

クに残雪の薬師岳頂上から眺めた雲ノ平と室堂へ続く縦走路。気になるポイントを

一度に回ってやろうという欲張りな山行を盆休みに実行した。 
 

8月12日(土) 雨  黒部ダム〜奥黒部ヒュッテ 
5：20信濃大町からのバスに乗り、扇沢からトローリーバスで黒部ダムへ。6：46

黒部ダムを奥黒部ヒュッテへ向けて出発。初日から生憎の雨。黒部ダムで小雨だっ

たのがやや強くなり、いったん止んで晴れ間が差し、また雨が強くなりと天気がめ

まぐるしく変わる。雨具を着ていなければ雨に濡れるし、着れば汗で蒸れるといっ

た具合で体温調節が難しい。平丿渡に乗る頃にはぐっしょりとしていたが、それか

ら雨が止んで奥黒部ヒュッテのテント場で乾かすことができた。 
黒部ダムから平丿渡し場までと、対岸に渡ってから奥黒部ヒュッテまでは梯子で

高巻いているところが多く、食料満載のザックを背負って登り降りするのが辛かっ

た。14:05奥黒部ヒュッテ着。 
 

8月13日(日)曇り 奥黒ヒュッテ〜読売新道〜赤牛岳・水晶岳〜祖父岳〜雲ノ平 
4:：0 0まだ暗い中をヘッデンをつけて行動開始。読売新道の7時間の登り。樹林

帯続きでザックもまだ食料満載で重くとても疲れた。稜線に出てからも赤牛岳、水

晶岳までが長い。体力を使い果たして休み休み登る。 
赤牛岳から先のコースタイムにまったく間に合わず、時間的には水晶小屋に泊ま

るのが正しかった。雲ノ平では道を間違えて三俣方面へ向かって引き返したり、キ

ャンプ場への直通路が閉鎖されていて迂回路を遠回りしなければならなかったり

などして遅くなり、最終的には2時間遅れで雲ノ平キャンプ場についた。 
テントを張るときにはもう暗くなっていた。意外に狭い敷地に石がゴロゴロして

いるし、水場の水が川となって流れているのでテントを張る場所が少ない。運良く

すぐに寝るだけのスペースを見つけることができたが、もしなければ暗い中をヘッ

デンをつけて彷徨うことになったかもしれない。ようやく夕食にありつけ、トイレ

に行ったところ今度は自分のテントを見失う。20 分くらい探してようやく見つけ

た。情けない。遅く着いて良いことはひとつもない。 
 
8月14日(月) 晴れ 雲ノ平〜三俣キャンプ場 
今日は雲ノ平を薬師沢方面へ下り、大東新道を周って高天原峠からまた雲ノ平へ

戻ってくる予定だったが、昨日の行動で疲れ切っていたので雲ノ平周辺を散策する

だけにする。8 時前にテントを出て祖母岳へ向かう。祖母岳から日本庭園、その先

の槍ヶ岳を眺める。その後アラスカ庭園へ向かう。植生に囲まれた木道をどんどん

下っていく。あまり下ってしまうと帰りが大変なので途中で引き返す。それほど疲

れていた。 
テント場に戻り明日の行程を見直す。朝4時に出て三俣山荘、黒部五郎を回って

薬師峠キャンプ場までの道のり。安全を見て今日のうちに三俣キャンプ場まで前進

しておこうと決める。荷物をまとめて10：30頃にキャンプ場を出発、14時頃三俣

キャンプ場に到着。空身で歩いているときは気怠さがあったが重いザックを背負う

とスイッチが入るのか意外にしっかり歩けた。 
雲ノ平キャンプ場は騒がしいところだった。平日だがお盆であるし、学生たちは

夏休みなのだ。去年裏銀座縦走をしたときの静けさが印象に残っていたのだが、あ

のときは完全に平日だったし、野口五郎小屋や水晶小屋は営業を終了していた。こ

こへ来るならばハイシーズンを外すべきだろう。 
 

   
8月13日 赤牛岳の稜線           8月14日 キャンプ場より雲ノ平山荘方面   
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     常念岳山行報告       津田広一 

2017年8 月4 日(金)  常念岳山行報告 
 
 私的には毎年恒例の常念岳への一人山行です。同じ山に何回もと思うのですが、

私にとっての一名山です。 
 当日、一の沢登山口 6：15 発。登り始めから 5～6 分で山ノ神に。ここで一年の

安全登山を祈願して、沢沿いにダラダラの登りへ。去年、倒木で塞がれていた登山

道もよく整備されていた。 
 10：00，常念小屋着。槍はガスで見えず、天気の回復を待って昼食とする。 
 11：00，ガスが晴れてきたので頂上へ向かう。頂上へは着いたものの槍が見えた

のは一時で、雲行きも怪しくなってきたので早々下山へ。荷物を預けた小屋へ寄り、

13：00出発。一の沢の下りはとにかく長く感じる。雨の日が多かったせいか、岩が

滑りやすく要注意。 
 16：00，一の沢登山口着。常念岳帰り10時間。お疲れさまでした。 
 

   

けふもまた 心の鐘を打ち鳴らし 打ち鳴らしつつあくがれていく  牧水 

白馬大池･･･最高の天気に恵まれた一日でした  

2017年8月27日（日） 報告者；有岡  同行者；尾形 鈴木 細田 

  左：白馬乗鞍ケルンにて             右上：白馬大池 右下：サンショウウオ 

 

ビッグ白馬店で待ち合わせ、朝一 7：30 の栂池ゴンドラ・ロープウェイを乗り継ぎ、 

自然園登山口を8:20出発。一昨日までの雨模様がうそのように晴れわたり最高の青空 

が広がっている。良い天気に恵まれたので足取りも軽い･･･，というか、先頭を行く尾形

さんが丁度良いペースで歩いてくれるので息も上がらず、細田さんがよくさえずってく

れるので楽しく歩を進められる。 

天狗原は木道の整備中で取換工事が半分程進んでいた。ここから先は大岩の急登とな

るので注意が必要。細田さんがちょっと足を踏み外し軽いすり傷。 

雪渓下のお花畑は多くの花が咲いていた。ピンクのハクサンフウロ、黄色のウサギギク、白い

のはミヤマゼンコか？ 

白馬乗鞍岳のケルンを過ぎ大池が見えるようになると、天上の楽園のような景色が広

がっている。涼しい風も渡ってきてすごくさわやか･･･。 

11：20小屋着。小屋周辺のお花畑では、チングルマは花と花穂が混在、遠くにピンク

の花が一面に広がっていて、ハクサンコザクラかと思ったのだか･･･写真を拡大して見

た所ハクサンフウロのようだった。大池にはサンショウウオもたくさん泳いでいた。 

大池のほとりで昼食休憩をゆっくり取り、なごりを惜しみながら帰路につく。往路 

を引き返して登山口近くの自然園も少し見学し、16：40最終便のゴンドラで下山となる。 
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八方ゴンドラバイト雑感         鈴木 均  

 頼まれて「土日は山に行くから平日週３日でもよいなら引き受けてもよい」と返事し

たら、「それでも来てくれ」と言われて白馬八方ゴンドラのバイトをやっている（安い時

給で若い方はやりません）。最初は小遣い稼ぎのつもりで何でもやってみようと始めて、

グリーンシーズン３回目。冬の八方ゴンドラはきつすぎ、冬は１シーズンだけやって、

その後は会社が同じ岩岳へ。 

 グリーンシーズンのお客さんは千差万別だ。個人的に見た感じでは、95％以上が観光

か徒歩1時間強の八方池までのトレッキング。登山者も唐松小屋泊でのピストンがほと

んどだ。１時間ほどの歩きもきつい観光客は、ゴンドラとリフト2本で行ける八方池山

荘周辺を散策し、涼風と展望を楽しんで帰って行く。ほとんどが中高年で、しっかり歩

けないお年寄りや車椅子の方もある。車椅子の方は兎平までだが、ゴンドラに乗せると

きや下ろすのは一苦労だ。普通の人でも日常生活で、動いている乗り物に乗ることはあ

り得ない。おそらくエスカレーターくらいではないだろうか。従って、乗用車に乗り降

りする感覚である。乗るときはほとんど問題ないが、降りるときは座ったまま足を出し

てホームに着いてから立ち上がろうとする。ところがゴンドラは駅に到着すると速度が

遅いとはいえ動いている（緊急時やかなり足の悪い方の場合は、当然手動で係が非常停

止させる）ので、駅に着いた足は固定しているため動いているゴンドラに挟まれる危険

があるのだ。車と違って下車する頃にはゴンドラの天井は開いているので乗ったまま立

ち上がることができるのだが、どうしても自動車の感覚で下車しようとする。若い人は

まだいいが、片足にしっかり立てない高齢者は冷や冷やするときがある。 

 因みに、乗客人数は終日雨などの時は３桁もない日があるが、最盛期は 1000～2000
人。天気がよければ3000人を越す日もある（片道）。 

 平日はツアー客が多いし、６～７月は学校登山もかなり入ってくる。長野県は大正時

代からほとんどの中学校で学校登山が行われているが、近年は「楽ちん」登山に変わり

つつある。唐松岳まで登ることなく、途中の丸山まで行くのはまだいいほうで、八方池

で引き返す学校もある。この場合、学校登山として認識して実施されているのかはよく

わからない。丸山まで行く学校でも、山案内人をつける。小屋で１泊して唐松まで行く

場合は、山案内人はもちろん医者か看護士がついている。至れり尽くせりだ。あの「聖

職の碑」時代とは雲泥の差である。（「山案内人」は長野県独特のもので、県が認定して

いる。全国唯一のシステム） 

 登山者といっても多くは池までのトレッキングだからか当然軽装だが、他の山ではほ

とんど見ることがないＴ型のストックの方が圧倒的だ。しかもダブルがかなり多い。唐

松まで行ってきたと思われる登山者の中には、ザックに様々なものをぶら下げている。

I 型ストックの場合でも（６月中旬くらいまではピッケルを持っている場合でも）手に

持たず、ザックに差し込んだままゴンドラに乗ってくる。登山計画書はゴンドラ乗り場

に提出ポストがあるので投函すればいいだけだが、ほとんどが用意された「登山届」用

紙にテーブルの上で記入している。山岳会グループには見えない単独から３人くらいま

での登山者が圧倒的だ。たまに片道切符の方があるので登りの場合はどちらへ、降りて

きた方にはどちらからの縦走ですかとお尋ねすることがある。五竜から遠見尾根が多い

が、下山者では扇沢からとか猿倉からという人もある。多くは小屋泊と思えるザックだ

が、マットを着けた方やファミリー山やさんもあり、そんな姿を見るとほっとする。 

 様々な人間模様が垣間見えるゴンドラバイトであるが、今年は残念ながら梅雨が明け

てからの方が雨が多く、降らなくても一日中曇天のままだ。ピーカンの時間なんて全く

ない。白馬三山が見えた日は数えるほどしかない。このまま今年の夏は終わろうとして

いるのだろうか。   
 蛇足 山岳会関係などは週末山行に集中していると思いますが、今年は金土日をバイ

ト休みにしているため、週末の状況はわからないので、見方はやや一面的かもしれませ

ん。 

  9 月例会報告 ：冒頭、夏山合宿や横田個人山行などのスライドを上映                                            

1；山行・行事実績････8月15日例会以降                 
① 8月19(土)～20(日) 八ヶ岳縦走：※勝野・神津・古畑文・鈴木・仙波・谷口・津田・

鶴川夫妻・北條・細田・前田 ※勝野は18～19 
② 8月27日(日)  白馬大池：鈴木・細田・有岡・尾形 

③ 9月 3日(日) 福地山：鈴木・有岡  

④ 9月 3日(日) 五里ヶ峰(上田市)：鶴川栄・津田・尾形 

⑤ 9月9日(土)～10日(日) 県連「山の歌を歌う会：桑原・横田 

⑥ 9月10日(日)：北八つ池巡り：鶴川夫妻・尾形・古畑文子・細田 

2；9月～10月の山行・行事予定(個人山行を含む)  希望者は、事務局か担当へ 
① 9月15日(金) 火打山：有岡  

② 9月22日(金)～23日(祝)  白馬岳から祖母谷：鈴木  
③ 9月 23日(日)～24日(月) 笠ヶ岳：鶴川夫妻・尾形・津田 
④ 9月 30日(土)～10月 1日(日) 北信越ブロック交流会(海谷・頚城駒等) 
⑤ 10月 1日(日) 鉢盛山：宮島＋ 
⑥ 10月 15日(日) 京ヶ倉募集山行 
⑦ 10月 29日(日) 風吹キノコ狩り山行：      
⑧ 次回例会 ９月１９日 
特報 ①八方アルペンゴンドラ＆リフト：9月9日～15日 ②岩岳：9月30～10 月 6
日。および、③栂池（ゴンドラ・ロープウェー・自然園入園）：10 月16 日～22 日 無
料利用できます！ 対象は、池田町・松川村以北～糸魚川市在住者 要・身分証明書 


