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笠ヶ岳初登頂の記
報告 津田広一

2017 年 9 月 22 日(金)～24 日(日)

参加者 尾形 津田 鶴川栄・栄子

口までは林道歩きで、ここからが本格的登りとなる。歩き始めて 4 時間半ほど、両
足に筋肉痛を感じ始める。小休止を 2～3 回繰り返すが、足が吊ってどうにもなら
ず頭は真っ白になる。こうなるとマイナスのことしか浮かばない。①このまま置い
てけぼりになり、荒野を彷徨うリア王のようになるか、②1 人ツェルトにくるまり、
初氷も聴かれる山で冷たくなってしまうか、③残してきた愛犬ペコの運命は etc…。
でも『安心して下さい』3 人の素晴らしき仲間たちは私を見捨てなかった。百戦
錬磨の尾形氏は私のザックを自分のザックの上に重ねて背負い、すたすたと歩き始
め、鶴川夫妻は足が吊った時のパイアグラと言われるツ〇ラの 68 番を分けてくれ
た上に湿布薬を両足に塗ってくれた。こうなると前進あるのみ‥。マイナスイメー
ジは消え、ゆっくりだが 4 人で頂上へ向けて歩み始めるのだった。
結局笠ヶ岳山荘へは 16 時過ぎ、2 時間遅れでの到着となった。山頂へは 15 分程
度だが、ガスっていたので明朝にし、早々安着祝いの宴席となった。もちろんビー
ルは私もち。夕食も美味しく食べられ、20 時就寝となる。
9 月 24 日(日)
4：00 起床，晴。5：00 発で笠ヶ岳山頂に向かう。360 度の展望を楽しむ。朝日
に染まる笠ヶ岳を背に縦走路を進み、8：00 に山荘の弁当で朝食をとる。昨日はよ
うやくたどり着いて余裕がなかったと言うこともあり、笠ヶ岳の全景を眺めながら
の朝食に心が満たされる。
紅葉が始まり、秩父平から弓折岳山頂、鏡平山荘まで、裏銀の山々、槍・穂高の
岩峰と快晴の中を行く感動の縦走路だった。
11：30 鏡平で昼食を摂り、小池新道を下る。16：10 新穂高温泉着。全行程 20 時
間を越える、私にとっては波乱万丈、感動の笠ヶ岳初登頂であった。

ここ数年来、名前が挙がっては実現できなかった笠ヶ岳へようやく行くことにな
った。
9 月 22 日(金)
18：00、松川村尾形邸に集合。4 名で新穂高温泉へ向け出発。現地にて温泉に入
り、車中泊となる。
9 月 23 日(土)
6 時，心配していた雨も上がり、予定では 8 時間の山行へ出発する。笠新道入り
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笠ヶ岳をふり返る

鏡池

明日は五色ヶ原キャンプ場まで5 時
間くらいの行程。また短い行程となっ
てしまうがテント場がないので仕方
がない。短い行程を刻んだ影響で室堂
到着が 1 日遅れてしまった。土曜には
下山したいので剱岳から馬場島への
下山は諦める。

水晶岳・雲ノ平・黒部五郎岳・薬師岳・室堂
後編

8 月 15 日～18 日

前田昌也

8 月 15 日(火) 雨 三俣キャンプ場〜黒部五郎
岳〜薬師峠キャンプ場
昨日雲ノ平から前進しておいたので行程には 3
時間のアドバンテージがあったのだが、2 時間近く
寝坊してしまい、コースタイム割り気味の移動で終
わってみてれば 30 分だけ予定より早く着いただけ
だった。
三俣キャンプ場からは三俣蓮華を経由せずに直
接黒部五郎小屋へ向かうルートを選択。黒部五郎岳
には稜線コースで登る。急登と大きな岩がゴロゴロ
している 3 時間の難路。黒部五郎岳から先は北俣岳
以外、赤木岳、太郎岳のピークがはっきりせずメリ
ハリのない歩きとなった。しかし稜線は美しく、晴
れていれば素晴らしい眺めだったことだろう。16
時薬師峠キャンプ場に到着。
8 月 16 日(水) 雨 薬師峠キャンプ場〜スゴ乗越小屋
夜明け前に雨が降った。4：30 にテント場を出たときには止んだが、道中は小雨
が降ったり止んだり。日本海側からの風が冷たい。ほぼ計画どおりに出発したもの
のコースタイムを間違えて薬師岳通過時点で 2 時間超過。五色ヶ原キャンプ場泊予
定をスゴ乗越小屋に変更する。
薬師岳まではひたすら登り。以降は大きな岩が積み重なった上を八艘飛びで進む
コースや稜線上の美しいコース。カールに残雪多し。12 時頃スゴ乗越小屋に到着。
あと5 時間くらいで五色ヶ原まで行けないことはなかったが風雨強くやはりここで
テント泊とする。テント場は小屋から少し離れており、道中水たまりの多いドロド
ロの悪路。水場とトイレは小屋隣接ですこぶる不便。テント場も適地少なく水はけ
が悪い。テントを張り小屋にビールを買いに行っている内に強い雨が降りずぶ濡れ
になってしまった。昼から夕方まで断続的に強い雨が降っている。雨水が川となっ
てテント下に流れ込み、テントシートから水が染み出してきた。普段使わないのだ
が念のためにもってきたシュラフカバーが役にたった。
-2-

8 月 17 日(木) 晴れのち雨 スゴ乗越小屋〜五色ヶ原キャンプ場
朝起きると青空が広がっていた。昨日はまるで見えなかった北薬師岳方面や雲ノ
平、これから向かう越中沢岳もよく見えた。今日の行程は五色ヶ原までなのでゆっ
くりと支度をしたのだが、こんなに天気が良ければもっと早く起きて一の越まで向
かえばよかったと後悔する。
6 時頃出発。素晴らしい景色。越中沢岳を越えて見えた稜線の絶景に絶叫しそう
になる。
スゴ乗越からスゴの頭までの
300m 弱の急登、その直後の越中沢岳
の 250ｍ、越中沢岳から鳶山までの
250m の急登に苦しんだが、食料が減
りザックが大分軽くなったのでコー
スタイムを上回るペースで登ること
ができた。
あまりにも天気がいいのでこのま
ま一の越まで向かおうかと考え始めた
北薬師岳、赤牛岳、雲ノ平方面を振り返る
頃、ガスが湧いてきて一気に曇り空
に。
こんな天気では一の越までの行程
は楽しめないし、
無理に前進して嫌な
小屋泊をすることもなかろうという
ことで当初予定どおり五色ヶ原キャ
ンプ場にテント泊することにした。
11：50 着。
8 月 18 日(金) 雨
五色ヶ原キャンプ場〜室堂

鳶山へ向かう美しい稜線。前を行くのは 2 週間北アル
プスを歩き回っているというイスラエルからの旅行者

夜中に雷を伴う強い雨が降った。朝も
雨が降ったり止んだりでテントを出るタ
イミングがなかなかつかめない。5 時頃、
雨のやみ間を縫って雨に濡れることなく
テントを撤収し出発。五色ヶ原を出てザ
ラ峠越え後は 250〜300m の急登の連続。
剱岳は諦めていて今日が最終日になった
ので筋力を使った登りで先を急ぐ。
五色ヶ原
スゴ乗越を越えてから獅子岳の急登が辛いことは地形図から予想していたが、鬼
岳、龍王岳それぞれの登りも辛かった。道中残雪のトラバース数ヶ所。展望は一切
なし。一の越、浄土山分岐で道を間違え室堂方面へ下山してしまう。道中室堂から
登ってきた登山者と会話して間違いに気づいて引き返す。
一の越から雄山への登りはザレ場、ガレ場、急登でとてもきつかった。途中強い
風雨に晒され全身びしょ濡れになる。雨具をつけていなかった足が冷え、手が冷え、
靴の中はぐしょぐしょになる。風が非常に強い。雄山山頂の神社についた時にはす
っかり気持ちが萎えて一番早いルートで下山を決意。3000m 級の稜線は風が強く、
大汝山の山頂はなんとか踏んだものの富士の折立山頂は諦めて大走りルートから
下山。予定の別山から別山乗越を経て雷鳥坂を降りるコースをショートカットした
ので予定より大分早く 12：30 頃に雷鳥沢キャンプ場に到着。この時間なら大町ま
で降りられるのでキャンプ場には止まらずにそのまま下山することにする。
みくりが池温泉で 1 週間ぶりの風呂につかり生き返る。下山後雨は一旦止んだも
のの風呂から出るとまた降り出した。室堂ターミナルへ着くとちょうどトロリーバ
スが出るところでそのまま飛び乗る。毎回食べられずにいるダムカレーは今回も見
送り。
【山行を振り返って】

大汝山休憩所
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雨ばかりで素晴らしい景色を眺める機会
が少なかったのは残念だったが、これまで
行ってみたかった場所に行くことができ
たのが何よりの収穫。とは言え今回はコー
スタイムを間違えたり、不順な天気のせい
で短い行程が続き、当初の計画の 80%くら
いしか達成できず消化不良の感が残った。
この鬱憤は 19－20 日の大町労山 赤岳縦
走で晴らされるのである。

十勝岳・利尻山・羅臼岳・斜里岳・雌阿寒岳
宮島 順一 北海道一人旅登山・後編

平成 29 年 8 月 1 日～12 日

八月五日（土）
今日はひたすら知床に向かう移動日。
稚内を朝 4 時に出発。宗谷岬を通過す
る頃は、
まだ暗く雨もポツポツ降ってお
りオホーツク国道をひたすら網走市に
向けて車を走らす。20 年ほど前か記憶
が定かでないが一度 11 月に網走・知床
に来たことがあり、
今回は博物館網走監
獄を見学した。
その後斜里町を経由しオ
シンコシンの滝を見て、
今日の宿泊地で
羅臼岳登山口でもある岩尾別温泉木下
小屋 ⒔時到着。小屋の前の「地の涯(はて)」
オシンコシンの滝
と言う旅館は、今シーズンは事情があって営業していなかった。早速受付してから、
車の中のものをいったん車外に出し整理する。一番乗りで到着したので時間も十分
あり野天風呂でゆっくりした後、管理人の兄さんと談笑しながら明日の登山に思い
を巡らす。
八月六日（日）
朝 3 時 40 分、ヘッドランプを点灯し小屋を出発。ほどなく明るくなり、熊に遭
遇しなければと心配しながら高度を稼ぐ。途中で休んでいると若い帯広から来た女
性が、私を熊と勘違いしオッと声をだしビックリ顔。その後、女性と二人で羅臼岳
に登ることになる。女性は何度も羅臼に登っており、縦走もしているのでこの山域
は詳しく説明してくれた。天気も上々で羅臼平から青空の中に頂上が見える。ここ
からがガラ場でなかなか歩きづらいが、7 時 20 分無事頂上に到着。眺望もよく彼女
はサルシイ岳や硫黄岳方面を説明してくれた。彼女が入れてくれたコーヒーやトマ
トを御馳走になり、一人で木下小屋に下山し 11 時 10 分到着。途中外国から来た登
山客と何人もすれ違った。
下山後、木下小屋で野天風呂に入り知床自然センターに向かう。ここからカムイ
ワッカ湯の滝に向かうシャトルバスが出ており一般車は通行禁止。

砂利道は良く整備されておりカムイ
ワッカ湯の滝で遊んだ後、知床五湖で下
車。天気も快晴で先ほど登って来た羅臼
岳を始め硫黄山まで連山確認できる。
その後バスで知床自然センターに戻
り、車で今日のテント場である知床国設
野営場に向かう。以前宿泊した「知床グ
ランドホテル北こぶし」が下に見える場
所で良く整備されたキャンプ場である。
← カムイワッカ湯の滝（8 月 6 日）

八月七日（月）
朝 8 時から観光船が出るとのことなのでウトロの乗り場に向かう。乗船前に時間
があったのでオロンコ岩まで登りウトロの町を一望する。船は定刻に出港し折り返
し地点であるカムイワッカの滝までの海岸線を縫うように進む。海岸から一頭ヒグ
マがいるのを確認でき慌ててシャッターを押す。下船後知床横断道路を通り羅臼町
に向かう。知床峠を下ると天気が晴れに代わりウトロ側とはあまりの天候の変化に
ビックリ。
木下小屋で教えていただいた「熊の湯」は野天風呂で無料。道路脇にあり熱いこ
とで有名。確かに足を入れると熱く、入ることに躊躇したらホースがあるので水で
温くして入ればと皆さんが言ってくれ入ることができた。熱い風呂は一旦入った後、
外に出て入るとさほど熱く感じないそうで試してみるとなるほどと感じた。北海道
をキャンピングカー等で周遊している方が多く野天風呂に入っており、顔見知りの
方がにこやかに話をされていた。その後、羅臼ビジターセンターに向かう。知床の
自然を撮影したビデオが大型スクリーンに映し出され圧巻であった。羅臼町役場に
寄り博物館の場所を教えて頂いた後「道の駅知床・ラウス」で食事をしてから隣町
との境にある博物館に立ち寄る。元は小学校で廃校の後利用である。企画展もやっ
ており大変勉強になった。国後国道を走り野付国道を通り斜里町に戻る途中鶴川栄
さんから携帯に電話が入る。清里町を経由し宿泊場所の清岳荘に向かう。舗装道路
が終わり砂利道になるが、良く整備されておりデコボコなど全くない。清岳荘も一
番乗りであるのでゆっくり荷物の整理もでき、明日の斜里岳登山の準備をする。木
下小屋と同様に素泊まりなので食事は決められた場所で作ることになる。
八月八日（火）
天気は不安定だがヘッドランプを点灯して早朝 4 時に出発。林道を少し歩くと沢
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に入り、後は斜里岳直下のコルまで滝の
連続。登り始めると天気も良くなり頂上
に着く頃は、雲海の上に羅臼岳や大雪と
思われる山が眺望できた。十分眺望を楽
しんだ後、下山は新道コースを熊見峠経
由で下ることにする。清岳荘に 10 時 10
分帰着。早朝に出発したおかげで天気に
恵まれ、有り難かった。下山後、清里温
泉に向かう。清里町の複合施設でレスト
ランや休憩所やコインランドリーがあ
り、近くの体育館で剣道の大会もやっていた。 ↑ 斜里岳にて（8 月 5 日)
お風呂で斜里町の元職員であったお爺さんから斜里町の歴史等や観光はどこに
行けばよいかお話を聞くことができた。斜里町役場を経由し、ジャガイモ焼酎を製
造しているパパスシャトーを見学し、その隣にある「きよ～る」へ。観光案内所と
併設されているお土産屋でジャガイモ焼酎を買い「道の駅パパスランド・さっつる」
で休憩して摩周湖に向かう。展望台に行くと霧で何も見えず早々に本日のテント場
オンネトー国設野営場に向かう。
八月九日（水）
朝 3 時 40 分テント場から最後の山、雌阿寒岳に向かう。今回の登山で標高差が
一番小さいので気分は最高。天気も最高で樹林帯を抜けると阿寒富士が眺望できる。
頂上の釜からは二か所蒸気と思われる湯気がゴーという音で圧巻である。6 時 20 分
頂上に到着。デジカメの電池がなくなり焦ったが、壊れているスマホのカメラが反
対にするとかろうじて写るので撮影する。登って来た道を下山し、9 時 20 分テント
場に到着。
↓ 山頂火口から音を立てて噴煙が‥（8 月 9 日）
近くにある国民宿舎野中温泉でゆっ
くり温泉につかる。湯温も適温で源泉か
け流しでゆっくりすることができた。
阿寒温泉に阿寒湖アイヌシアター・イコ
ロでアイヌ民族舞踏を楽しみ土産物屋
を覗き、槐の木で出来ているビールジョ
ッキを購入する。その後釧路市に向か
う。
釧路市に行ったことがないことと、木

下小屋で「駅前の和庄市場で海鮮を食べたら」と聞いていたのでマリモ国道を通り
釧路駅に向かう。しかし駅に近づくと回転ずしの看板が目に入り入ってしまう。結
局は和庄市場に行かず「道の駅・しらぬか恋問」で時間をつぶすことになる。山梨
から来た軽ワゴンのおじさんが車内を自分で改造した自慢の車を見せて説明して
くれた。今日で家を出発してから二か月と言っていた。

9.9 山の歌を歌う会

横田竜三

八月十日（木）
船窪小屋のご意見番Ｋ氏から電話があり支笏湖のモラップキャンプ場でキャン
プしようと連絡が入り白糠 IC に向かう。本別までは現在国道であるので無料。こ
こから一路道東自動車道を走行し、千歳恵庭 JC から道央自動車道千歳 IC で下車。
モラップキャンプ場に向かう。キャンプ場ゲートに止まったら後ろにＫ氏の車が着
き合流してテント場に向かう。新品の大型テントを二人で張り、夕食はジンギシカ
ンを美味しくいただく。ホヤや肉の燻製も持ってきてくれ話しが盛り上がる。
八月十一日（金）
テントを撤収し札幌経由で小樽に向かう。小樽では定番の観光コースである石原
裕次郎記念館（今年八月末で閉館）小樽運河クルーズ、日本銀行旧小樽支店（金融
資料館）
、小樽総合博物館（小さい蒸気機関車が動いていた）
、ニシン御殿（小樽貴
賓館・旧青山別邸）
、南樽市場を駆け巡る。小樽港を午後 5 時には新潟港に向けフェ
リーが出港するので 3 時には埠頭に車で行き乗船を待つ。予定通り小樽を出港し、
八月十二日朝４時には新潟港に着岸。後は新潟亀田 IC から安曇野 IC に車を走らせ
た。
約 2400 キロの走行であったが警察の御厄介にもならず、事故もなく、天気に恵
まれ、北海道の百名山 9 座も無事終了した。

9 月 9 日夜，山の歌を歌う会に参加してきました。
戸隠スキー場近くのペンション「アコールデ」に 9 名集まって、楽しい夜を過
ごしました。歌の会は夜 8：00 から始まり、約 2 時間で終了です。
一昨年桑原さんの家にて開催した時は、佐久山の会の桜井さんという方が参加
していました。かなり山の歌に詳しい方で、とても良かったので今回も参加して
いるかなと思いましたが不参加でした。
車のナビですぐ出てきたのでそのままナビを信用して行ったのですが、砂利道
は載ってなくて道に迷ってしまいました。戸隠はどう行っても家から 1 時間半は
かかります。なかなかの山道で余りスピードも出せず、ゆっくり行きました。
参加者が少なく、また、準備も悪く、歌集の本を持ってきてくれたのですが、
みんなに行き渡らず、やっつけ仕事感がかなりありました。
このペンションのご主人がアコーディオンを弾いてくれて、自身が初めて聞く
歌でも歌詞が 2 番目になると音を拾って即興してくれたのには驚きました。音楽
家みたいで音感の優れた人はこういうことができるのかと羨ましく感じました。
翌日は戸隠奥社まで散歩して帰りました。

登山道脇に咲くチシマクモマグサ（8 月 6 日）
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小樽運河（8 月 11 日）

大町労山で催したほうが良かったのでまたやってください。

鉢盛山登山と木曽川源頭へ
報告者 じゅんちゃ

１０月１日（日）

参加者 尾形 鈴木 北條 細田 宮島

を頂く。後から木祖村で主催している、
「水の始発駅」の団体が来て賑わいとなる。
その後、今回の目的の一つである木曽川の源頭に長尾さんに案内していただく。一般
の方が行けないように入口のクマザサは刈り取りされていない。少し下ると長尾さんた
ちが刈ったクマザサの道が現れ、滑る道を木曽川の源頭に向かう。
源頭は岩清水が出ており長尾さんが湧き水で早速コーヒーを入れてくれた。その後ト
ラバースぎみに進み木祖村から鉢盛山に登る登山道に戻ることになるが、途中富士山が
かすかに見え感激。登山道を鉢盛山に登り返し後、登山口に下山した。
【コースタイム】
登山口 8：36 ｰ 10：17 旧道分岐―11：10 避難小屋－11：20 鉢盛山頂―12：25 木
曽川源流―13：40 避難小屋－14：15 旧道分岐―14：30 波田分岐―15：45 駐車場

針ノ木谷古道〜船窪岳～北葛岳〜蓮華岳
9 月 25 日～27 日 勝野 古畑文 細田 他 5
【コースタイム】
9 月 25 日；扇沢 7：30－黒部ダム 8：00－13：40 平ノ小屋／泊
9 月 26 日；平ノ渡し 6：00－平ノ渡し場 6：30－11：45 船窪の出合
－13：38 船窪乗越－15：05 船窪小屋／泊
9 月 27 日；船窪小屋 6：30－6：40 七倉岳－8：30 北葛岳－11：40 蓮華岳
－12：45 針ノ木小屋 13：10－15：45 大沢小屋－16：40 扇沢
鉢盛山にて

木曽川源流

朝日村役場に林道ゲートの鍵を借用した後、悪路の林道を登山口駐車場に向かう。駐
車場には県外車のみで、鉢盛山がこんなにメジャーになっているとは想像していなかっ
た。
身支度を整え 8 時 36 分登山口を出発。以前の登山口は現在の登山口より先であった
が林道の崩壊により現在の登山道が新設された。鉢盛山に続く尾根に 10 時 17 分到着。
この分岐点を東に下山するとアキンド平やハト峰に続く。緩やかな尾根を歩きながらダ
ケカンバの黄色やナナカマドの赤の紅葉を楽しむ。
緑色の鉢盛山避難小屋を経由し頂上に 11 時 20 到着。約束してあった木祖村の長尾さ
んは一時間以上前に到着しており、早速眺望の良い反射板のある所に向かう。穂高連峰
が天気に恵まれ秋の空に映えわたる。皆で山座同定をしたり長尾さんの説明聞き、お昼
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中村 聡子さん（安曇野市有明）から感想を頂きました
針ノ木谷古道の渡渉は足場になる石が少なかったり苔で滑ったりして緊張しま
した。
1，2 日は快晴、3 日目は朝は晴れ、その後段々雲が増えてきましたが周りの山々
の姿は眺めることが出来ました。稜線からは紅葉も楽しめました。
私は山岳会に所属していないので普段は少人数での山行が多いです。今回は山の
大先輩の方々と歩く事が出来て技術的な事はもちろん、山との向き合い方も学べた
ように思います。
自分だけでは歩くことが出来なかったであろう針ノ木谷古道を歩くことが出来
て本当に嬉しく思っています。
みなさん、果物やトマトなどの重い物を担ぎ上げて振る舞って下さって美味しく
て疲れた体に染みました。

常念岳・蝶ケ岳日帰り縦走

2017 年 9 月 25 日(月)

有岡 耕三(単独)
三股登山口～前常念・常念岳～蝶
が岳～三股登山口の周回ルートを
日帰りで登ってみようと思い立ち、
25 日に登ってきました。
このコースは標準タイムで 14 時
間かかるので常念小屋か蝶ケ岳ヒ
ュッテに一泊するのが普通だが、朝
5 時出発～17 時下山 ･･･12 時間で
降りてくる計画を組み、もし計画通
りに歩けない時は山小屋泊も視野に入れてやってみる事にした。
朝 5 時半に三股登山口を出発し、常念岳へのコースをとる。いきなりの急登が続
くが道は良く歩かれている感じ。8：15 森林限界を抜け前常念直下に着く。大石小
石がゴロゴロした山肌、岩をよじ登り・飛び・迂回しながら登っていく。浮石もあ
るので気が抜けない道だ。途中から後ろを振り返ると、八ヶ岳・富士山・南アルプ
スの山々が見渡せる最高の景色である。前の方には常念・蝶の稜線の向うには穂高
の山並みも覗いている。9：10 前常念、10：10 常念岳に到着。
穂高・槍・ 表銀座の稜線・常念までの稜線・これから向かう蝶ケ岳方面まで素晴
らしい眺望が広がっている。少し腹を満たして 10：30 出発。最低鞍部まで下り、次
のピークまでは大石小石のゴロゴロした道だが、槍・穂高方面の展望がずっと見え
ている。その後樹林帯に入り暫くは展望のきかない道となるが、次のピークの森林
限界を抜けると再び眺望が広がってくる。蝶ケ岳方面の稜線が見えてくるように
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なるとこちらは常念岳と違い、荒々しさが全くないおだやかな稜線で、まさに雲上
散歩という感じなる。至るところにウラシマツツジの真っ赤な紅葉が点々としてい
て、ハイマツの緑とのコントラストがすばらしい。ナナカマドの赤やダケカンバの
黄葉も混じり、ここはすでに秋真っ盛りといったところだ。
13：10 蝶ケ岳ヒュッテ着。しばらく休憩を取り、13：30 下山開始～16：30 に無
事三股登山口へ下山しました。
所要タイム 11 時間で、事故もなく下りてくる事が出来ましたし、 良い天気に恵
まれて最高の秋山歩きとなりました。

鹿島槍ヶ岳日帰り登山

2017 年 10 月１日(日)

有岡耕三(単独)
扇沢の柏原新道登山口～種池山荘～冷池山荘～鹿島槍ヶ岳～（帰りは同じルート）
を日帰りで登ってきました。このコースは標準タイムで 14 時間かかるが、日帰り
で下りてくる計画を立て、朝早くから登ってきました。
朝 4 時 50 分に登山口を出発、まだ暗いのでヘッドランプを付けて登り始める。
他にもヘッドランプの明かりがあり、日帰り登山は自分だけでもなさそうだ。
7：15 種池山荘、9：10 冷池山荘を通過し、10：40 鹿島槍ヶ岳に到着。頂上で同
じコースを日帰りするという池田町の方とお合いしてしばし談笑し昼食。北峰への
登頂は時間の関係でパスし帰路につく。
爺ヶ岳では山頂をパスして、13:40 種池山荘着。16:10 柏原新道登山口に無事下
山しました。

芸北八幡湿原・尾崎沼を訪う

木偶野呂爺
数年ぶりに八幡湿原・尾崎沼を探
訪し、ビッチュウフウロやサワギキ
ョウ、ツリガネニンジン、マツムシ
ソウ、アキノキリンソウ、キセルア
ザミ、ヒヨドリバナ、ハギ等々の花
に会うことができた。
中でも精緻を極めるシラヒゲソ
ウや清楚なアケボノソウの開花期
にピタリと照準を合わせたかのよ
うなタイムリーな散策で、至福の時
を過ごすことができた。

アケボノソウ リンドウ科センブリ属

アケボノソウは何の変哲もないただの白い花であるが、近づいて星形に開いた花びら
の内部を見ると、黄緑色の 2 つの斑点とその外側にちりばめられた無数の青い小点の配
置が絶妙で、艶やかさが微塵もない地味な配色ながら、スッキリした媚びない美しさを
感じさせる。
色や形で魅せる花は多いが、描かれた模様で魅せる花は多くはなく、アケボノソウは
そう言う花のひとつである。黄緑色の丸い斑は蜜腺で、葯の色がピンクに変化するもの
もある。

シラヒゲソウ ウメバチソウ科ウメバチソウ属
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シラヒゲソウを初めて見たのは奥
三段峡だった。沢歩きのさなか、小
滝のしぶきを浴びる半日陰の場所に
それはつつましく咲いていた。一瞥
してウメバチソウの変種かと思った
が、れっきとした名前のある別種だ
った。
レースを思わせるその縁取りは精
緻さの極みで、自然のつくりだす造
形美に驚きながら長い時間,見とれ
たことを覚えている。40 年も前の話
しである。

10 月例会報告

冒頭、夏山合宿や個人山行などのスライドを上映

1；山行・行事実績････9 月 11 日例会以降
① 9 月 15 日(金) 火打山：有岡 ⇒「ブログ自然大好き・山が好き」
http://hanasanpo1.cocolog-nifty.com/ 参照
② 9 月 22 日(金)～23(祝) 大雪渓～白馬岳～祖母谷：鈴木
③ 9 月 23 日(祝)～24 日(日) 笠ヶ岳：尾形・津田・鶴川夫妻
④ 9 月 24 日(日) 爺ヶ岳：横田‥昼前に下山
⑤ 9 月 25 日(月) 三俣～常念～蝶：有岡
⑥ 9 月 25 日(月)～27(水) 扇沢～平の小屋～船窪小屋～七倉～蓮華・針ノ木～扇
沢：勝野・古畑文・細田 ＋5
⑦ 9 月 30 日(土)～10 月 1 日(日) 北信越交流登山：勝野・桑原・谷口
⑧ 10 月 1 日(日) 爺～鹿島槍：有岡
⑨ 10 月 1 日(日) 鉢盛山：尾形・鈴木・細田・北條・宮島 ＋長尾さん(源流案内)
⑩ 10 月 4 日(水)～6 日(金) 船窪小屋仕舞い：宮島
⑪ 10 月 7 日(土)～9 日(祝) 日光白根山，男体山：谷口
⑫ 10 月 8 日(日) 戸隠西岳：有岡・鈴木・横田
⑬ 10 月 8 日(日)～9 日(祝) 八ヶ岳・権現岳：尾形・津田・鶴川夫妻
2；9 月～10 月の山行・行事予定(個人山行を含む)
(1) 秋の公募登山について･･･10 月 15 日(日)京ヶ倉 7 時 松川道の駅集合(労山旗)
1；下見日程・参加者
2；申し込み状況 一般 19 名，会員 14 名 ※締切 9 日(祝) 保険手続き 13(金)
3；会員参加者と分担
車：4～5 人乗り 8 台必要(車の所有運転手 2 名と送迎担当運転手 8～9 人)
先頭：勝野・谷口・
最後尾：宮島
ストレッチ：鶴川
受付・集金：石井・古畑文
挨拶：谷口
山名紹介：鶴川栄
山の歌：桑原
集合看板・トイレ設営：当日
(2) 今後の山行・行事予定(個人山行を含む)
① 10 月 29 日(日) 風吹大池(恒例)：
※ 検討中の山・希望の山
日帰り：妙義山・十石山・戸隠西岳
前夜泊：八海山・至仏山・巻機山
1 泊：奥又白池・剱早月尾根・大日三山
2 泊：大キレット・爺から鹿島槍～五竜～唐松
※ 岩トレ

