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例会報告（４月～５月８日） 

1.山行等の報告（４月以降）                       

① 4/ 4(水)～9（月）しまなみ海道：森田/尾形/鶴川栄子 

② 4/10(火) 角田山：谷口・有岡/仙波/菅沢 

③ 4/11(水) 陸郷桜ﾄﾚｯｷﾝｸﾞ：細田/古畑文子/有岡/鶴川栄子/尾形 

④ 4/13(金）伊吹山：谷口  

⑤ 4/14(土) 県連理事会：尾形/横田 

⑥ 4/16(月) 高社山：鶴川栄/津田 

⑦ 4/19(木) 爺ヶ岳南尾根：鈴木/五十畑/細田/古畑文子/中村 

⑧ 4/21(土）明科廃線敷ウオーク：森田/宮島/有岡＋1 

⑨ 4/21(土) 金山沢山スキー：五十畑＋ 
⑩ 4/21(土) 県連救護講習会：谷口/鶴川栄子/北條/細田/古畑文子/中村   
⑪ 4/22(日) 県連気象講習会：谷口/細田/鈴木/五十畑/鶴川栄子 

⑫ 4/22(日) 針ノ木雪渓山スキー：横田 

⑬ 4/22(日) 白馬村の柄山：有岡＋1 

⑭ 4/26(木) 岩トレ：谷口/古畑文子/中村/仙波/鈴木 

⑮ 4/28(土) 針ノ木雪渓山スキー：横田/五十畑 

⑯ 4/28(土)～29(日) 岳沢から前穂：鈴木＋4 

⑰ 4/29(日) 小日向山：小山/谷口/古畑夫妻/横田/鶴川栄子/細田＋5 

⑱ 4/30(月) 燕岳：中村＋1 

⑲ 4/30(月) 鑓温泉山スキー：五十畑＋ 

⑳ 5/ 1(火)～2(水)ドンデン山有岡＋1 
㉑ 5/ 4(金)～6(日)蛭ヶ岳/丹沢山：鶴川夫妻/津田       

㉒  5/ 5(土) 焼岳:鈴木＋7 

㉓  5/ 8(火)～10(木) 大峰（弥山/八経ヶ岳）：五十畑＋3  

㉔ 5/ 9(水) 傘山：鶴川栄子+5 

㉕ 5/11(金)～13(日)奥秩父・雲取山ほか：中村＋1  

㉖ 5/12(土) 立山スキー：横田 

㉗ 5/13(日) 鍬の峰公募登山（雨天により中止） 

 
 

2.当面の山行（確定分） 

① 5/15(火) 例会・テーピング講習・第１回 PC交流講習 

② 5/19(土) 仏崎岩トレ 鈴木・岡田・五十畑・黒岩・中村＋ 

③ 5/20(日） 県連リスク体験 

④ 5/26(土) 尼厳山～奇妙山 鶴川栄子・ 

⑤ 5/27(日)  県連登山学校・妙義山：岡田・鈴木 

⑥ 6/ 3(日) 針ノ木  

⑦ 6/17(日) 高社山 

⑧ 7/ 1(日) 美ヶ原  

⑨ 7/ 7(土)～8(日) 苗場山 

⑩ 8/ 3(金)～5(日) 夏山合宿：雪倉/朝日  

⑪ 8月後半に蓼科山 

６月 ※個人山行案（鶴川）四阿山/大菩薩嶺/金峰山(鈴木）妙義/ 

※会山行 ７月１日美ヶ原 7～8日苗場山、８月合宿 3～5日雪倉・朝日 後半に蓼科山 

はじめまして 

 

岡○  と申します。 

京都から 3 月末に移住してき

ました。冬のシーズンは専らス

キーをして、5 月頃から山に登

り始めます。山を始めたきっか

けは、両親共に山好きで大人に

なってから一緒に行くように

なりました。けれど山は 5 年前

に始めたばかりでほとんど縦

走はせず、クライミングを月 1

回程度するぐらいでした。毎年

夏に母と八ヶ岳や白馬、穂高を

登り山の魅力にとりつかれま

した。中でも去年行った、北尾

根～奥穂の岩陵帯がスリル満

点でとてもよくて、奥穂から眺

める景色は最高でした。また登

った後に山小屋で飲むビール

が最高に美味しかったのを覚

えています。これを機に穂高が

とても好きになり、今年は槍ヶ

岳やキレット越え、ジャンダル

ムに挑戦したいと思っていま

す。また気象や地図読み、雪崩

の勉強もしたいと思っていま

す。よろしくお願いします。5、

6 月行きたい山は穂高、雨飾山、

白馬、小川山（クライミング）

です。 
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〔山行報告♪〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この感動をどう伝えたらいいでしょうか。 角田山 2018年 4月 10 日 

                      雪割草は、すでに終わりを迎えていましたが、桜尾根コース 

登り口から、1 輪、また、1 輪と名残惜しそうにかわいらい花を見 

ることができました。2 日ほど前に降った雪のせいで ぬかってい 

る登山道を注意して登ります。見げると登山道の両側に、カタクリの 

郡生が、花、花、花です。すごーい！すごーい！連発です。この群生、 

なんと頂上下まで、続くんです。カタクリの群生の隅にすみれ、所々 

に、イチリンソウ、ジョウバカマ、イカリソウ、シュンラン？など静 

かに咲いています。頂上には、郡生は、ありませんが。 

下山の灯台コースへの尾根にも カタクリの花が、登山道、両側に 

これでもかと、群生。そして、最後に椿のトンネル、５～６ｍ、椿の花、花です。散り始めでしたが、きれいでし

た。ここを抜けると、灯台へ向かい、海へダイブです。道は、整備されていますが、急な階段を転がらないように

注意です。海風を十分補給しました。佐渡が見えます。カタクリの群生は、すばらしかった。その中に、静かに、

堂々と咲く他の花が印象的でした。角田山、サイコー！行かなければ、この山の良さは、わかりません。是非、お

出かけを。運転していただいた、有岡さん、案内していただいた谷口さん、花を教えていただいた仙波さん、あり

がとうございました。          スゲ 

 

虚空蔵山 2018 年 3 月 17 日 スゲ 

   参加者：１４名  報告 スゲ 

リーダー鶴川さんの指揮のもと虚空蔵山を目指します。総勢 14名。里山らしく、一方は、緩やかなコー

ス、反対側は、急登のコースがあり、二手に分かれ登山開始。私たちは緩やかなコース。道は、整備されて

いて登りやすく、1時間ほどで物見岩？に到着。真っ青な空に 300何度の素晴らしい眺望です。ここから数

分で頂上に到着。先に到着した、急登コースの方々がトン汁を準備していてくれました。うれしーい！と、

皆がマイカップを出しているではありませんか。メールをよく確認していない菅沢は、私、持ってない・・・・・

と、誰かお箸２膳持ってない―！ と栄子さん、持ってまーす  とあかりさん。カップないよね、これ と宮

島さん。ありがとうございます。私もなんとかトン汁にありつけました。登るときの北からの風は、冷たか

ったけれど、頂上は、無風で暖かく、皆のさりげないやさしさと青空とトン汁で、お腹も心もいっぱいにな

りました。帰りは、福寿草を見て大満足の 1日でした。重い荷物を運んで準備していただきありがとうござ

いました。 

 

四国の会員森田高さんと 

しまなみ海道 ４月 4 日(水)～9 日(月) 

参加者：おが ツルＡ    報告 おが 

森○さんのご厚意で憧れのしまなみ海道と平郡島に行ってきま

した。しまなみ海道はレンタル自転車で走る体験、島では五右衛門

風呂に入ったり、生タコや猪のハム，猪の腸詰ウインナーなどを食

べたり、海釣りで鯵を大量ゲット、森田講師による魚の見下ろし方

教室とワイルドな生活を体験して来ました。 

※詳細は報告集で 
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爺ケ岳南尾根 ４月 19 日（木） 
参加者：やまじん イソ  ほそ  中 こばあや    報告 こばあや 

コースタイム：登山口 6：15－八ッ見ベンチ 7：10－南尾根―ジャンクションピーク 10：35南峰 12；30－ 

13；30 ジャンクションピーク 14；15－八ッ見ベンチ 16；30－登山口 17；10 

朝、家の周りは霧で今日はダメかなと思ったが登山口に向かって車を走らせる事 5分見る見るうちに霧が

晴れ青空が広がった。最高の登山日和。6；15 所々に雪が残る柏原新道を登る 1 時間ほどで八ッ見ベンチ

に着き一休み。八ッ見ベンチから 2～3 分上ると南尾根登山口の標識が有り赤テープが数か所に付けられ

ている。ここからは樹林帯になる例年より雪はだいぶ少ない。花はまだだがショウジョウバカマ、イワカ

ガミが群生している。雪が無い所は木の根がひっかかり歩き難い雪の上はツルツル滑る。至る所に赤テー

プが付いていて標識も有るので迷わずに歩ける。いったん沢側の雪面を上るが急斜面のため尾根道に戻る

2時間ほど上り再び雪面に出る、ここからアイゼンを付けて登るかなりの急登で汗だくになる、10；35ジ

ャンクションピークここから南尾根を登る新雪が美しい程なく夏道になり 10 センチほど積もった雪が解

けだしている。アイゼンを外し登る風が冷たくなりヤッケを着る 12；30南峰に到着、剣岳、立山、眼前の

鹿島槍ヶ岳を眺めながら 1時間の昼食休憩。晴れてはいるが春霞でぼんやりとしていたのが少し残念でし

た。13；30 下山 14；15 ジャンクションピーク、行ける所まで雪の上を下り樹林帯に入る。ここからが大

変でした腐った雪を踏み抜き尻もちをついたり滑ったりでへとへとになりながら下り 16；30 柏原新道に

出た時はほっとしました。17；10登山口着。 

 

針ノ木岳  2018年4月22日（日）晴れ 4月28日(日)晴れの2回 

参加者：横  

ルート：登山口～大沢小屋～出合～マヤクボ沢～針ノ木岳稜線 

コースタイム：5：20 登山口→6：30 大沢小屋→8：45 出合→9：50 マヤクボ沢勾配→10：00 滑走開始→10：30 駐車場 

右鎖骨骨折（全治 3 ヶ月）の為、今シーズンスキーはもう無理かなと思っていたが、4/8 の病院にて鎖骨を固

定するバンドの撤去と肩を回せる事ができたため、右腕に強度な負荷をかけなければ大丈夫であろうと毎年行っ

ている針ノ木岳に行ってきた。車の回送ビル裏からあるき始めてトレースもあったのでうまいこと滑ってこれる

ことができると少しの期待があった。天気も良かったが、出合まで 3時間半も経過してしまう。今日はしんどい

のでコルまでにしておこうと変更した。マヤクボ沢は 9時の時点で雪がズブズブであり、アイゼンを付けてスキ

ーを背負って行ったほうが遥かに早く行けるが、そんな準備もしていなかったため何回か転けそうになりながら

も約 1時間にて勾配代わりのところまで到着した。その時スバリ岳より滑走してきた人に刺激を受けて、コルに

行くまでもなく滑走開始した。1 ヶ月ぶりのスキーは楽しく、ギャラリーも多くて転けることもなく駐車場まで

行けた。かなり暑く、汗びっしょりであった。ヒヤリハットや危険個所・出合の手前の沢(名前無し) 

より雪崩跡（デブリ）が針ノ木沢を 4/5 ほど占めるように 

あった。滑走前に「ズサズサー」という音を聞く、同じ所で 

雪崩が発生したと思われる。・針ノ木沢は水量が多く 22 日 

では大沢小屋手前の最終堰堤まで雪が全てあったのに 28 日 

では最終堰堤の上 50ｍ程真ん中は雪解けが進んでいた。 

 
 

 

デブリ 

針ノ木岳 
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バスは混んでいなかったが、中房温泉の駐車場は一杯でし

た。歩き始めは緑になった春山を満喫でき、上の方に行くと雪

を楽しめて良い季節だなと思いました。第三ベンチ手前から雪

が出てきて、富士見ベンチ手前でアイゼンを付けました。合戦

沢ノ頭に向かって登っている最中に振り返ると富士山が見え

ました。この日は曇っていましたが遠くまで景色を楽しむこと

が出来ました。稜線に出ても風がなく寒くなかったので山頂に

は行かず燕山荘の前のテーブルでのんびりお昼ごはんを食べ

る事にしました。ぐるり見渡して、行ったことのある山、まだ

歩いたことのない山、夏山に思いを巡らせながらゆっくりコー

ヒータイムを満喫してきました。 

 

燕岳  2018年4月30日 

参加者：中村  

ルート：中房温泉〜合戦小屋〜燕山荘 ピストン 

コースタイム：中房温泉登山口(7:50)〜合戦小屋(10:25)〜休憩 出発(10:40)〜燕山荘(11:40)〜お昼休憩 

GW で駐車場の空きが心配だったのでバスで中房温泉まで行きました。下山開始

(12:45) (13:25) (15:10) 

蛭が岳（丹沢山系 1673m） 2018年 5月 4日～5月 6日(2泊 3日) 

参加者：つるつる つだ  

ルート：青根登山口→姫次→蛭ケ岳→丹沢山ピストン蛭ケ岳（泊）下山→青根登山口 

コースタイム：5/4 晴 松川村→青根 鶴屋旅館 13：35（泊）1 泊 2 食￥6000 

5/5晴登山口 6：50→姫次 9：50→蛭ケ岳山荘着 11：50（昼食）12：20発→丹沢山→13：45着 

発 14：00→蛭ケ岳山荘 15：45（泊） 

 東京の会社に就職して週末になると、月に 2度は丹沢へ向かった。新宿駅から小田急で 1時間も乗れば 

登山口の秦野市！交通の便がいいので、18 歳～20 歳くらいまで２０回近く登りました。けれど、最高峰の蛭

ケ岳と丹沢山には行けなかったので、45 年後の今、思いっきってやってきました。富士山と相模湾の夜景に

感激しました。若き日の自分に出会えた山旅でした。 

追伸・・・。登山口青根の鶴屋旅館はお勧めです。素泊まり￥4000（税別） 蛭ケ岳山荘￥7,000（1泊 2食） 

走行距離 446KM（松川村より往復）＊高速安曇野 IC→小淵沢 IC￥1110 塩尻 IC➡安曇野 IC￥440 

登山口駐車スペース 15、6台、トイレなし。山小屋  

水ペットボトル 500ミリ￥500 

ヒヤリハットや危険個所：低山だからと侮れず、階段とアッ

プダウンが多い。 
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大峰（弥山・八経ヶ岳）2018年 5月 8日～10日 

参加者：いそ＋3  

コースタイム：(5/7) 新宿バスタ23：15（やまと号 関東バス）＝7：00大和八木駅      

(5/8) 大和八木駅 7:28＝7:33 橿原神宮前駅 8:04 下市口駅 天川川合＝タクシー 

 9:15 行者還トンネル口 9:30 行者還トンネル口…12:00 弥山…13:00 八経ヶ岳…14:30 

五鈷峰…16:30 楊子ヶ宿小屋（泊） 

(5/9) 5:10 小屋…仏性ヶ岳…孔雀岳…8:30釈迦が岳… 

9:30 古田の森…10:30 太尾登山口＝タクシー＝  

ＪＲ五條駅＝大阪駅 

 

9日の釈迦ガ岳までずっと雨の中で全く周りが見えない。8

日には雨の中を楊子ヶ宿小屋では我々４人で泊まり翌日朝

にやっと雨が上がり始める。ここから釈迦ガ岳までの岩場

もあり狭い尾根を歩く。釈迦ガ岳では、やっと雲が晴れて

周囲の山は緑が深く山奥にきた感じがする 

 

傘山（からかさやま飯島町） 2018年 5月 9日   

参加者：ツルＡ 報告 

コースタイム：松川自宅 7：50→岡谷ＩＣ8：55→駒ヶ根ＩＣ9：30→登山口 10：15→山頂 12：20→発 12：55 

→登山口 14：15→かんてんぱぱ 15：50→岡谷ＩＣ16：50→松川自宅 17：15 

 朝、雨だったので中止かと思ったが、伊那方面は 10時頃には雨が上がるので決行とのこと。大急ぎで用意

し出かける。伊那山麓線から登山口までは林道を行く。途中から砂利道で狭いが普通車はＯＫ．登山口は広

い駐車スペース有り。10 時過ぎ山道に入る。最初はかなりの急登であるが、1 時間位で山頂に着く。雨は上

がっていたがずっと、ガスのなかでした。かざこしのＨさんのガイドによると晴れていれば、南、中央アル

プスの展咲いていた。この山は 1年を通して登れるという。秋の紅葉の時期も素晴らしいという。 

 

（材料）サラダチキン 1個 

もっちもちみたらし団子 1パック 

プチっと鍋 キムチ鍋 1個 スライスチーズ 2枚 

スライスキャベツ半袋  水５０㏄  

（作り方） 

１・ サラダチキンを袋の上から食べやすい大きさにカットする。 

２・ チーズ以外すべての材料を鍋に入れ、混ぜながら加熱する。 

３・ チーズをのせたら出来上がり 

※ 今回はすべてセブンイレブンで購入しました。もっちもちみたらし団子

はみたらし団子で代用できます。（串を抜いてから）甘辛さが癖にな

る一品です。是非とも作ってみてください。 材料 

コンビニ食材ｄｅ簡単山ごはん    

「チーズタッカルビ」 

佐久  はぎ 

佐久山の会萩原 純子 

佐久市内にある赤坂直売所でおはぎやおこわ、五平もちなど販売して

ます。お近くにお越しの際は、是非お立ち寄りください。 佐久市塩

名田 88の 9 赤坂直売所内(美味ぇもん工房)土日祝日営業 
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４．２６ 岩トレ感想  於・仏崎岩場  

参加者：たに・中村・こばあや・仙・yamazin 

 
当日の訓練内容は、以下を予定しましたが、７～８は時間がなく全くできませんでした。（２～７は、ハーネス

や登攀関係用具を持っていない場合を想定）従って、事実上「セルフレスキュー」訓練の一部を実施したこと

になります。 

１、岩場に下る前、登山道横でツエルトを張る 

２、（危険箇所を降りる）補助ロープを張ってバタフライノットで下る 補助ロープの固定（フィックス）は、 

カラビナ・スリングを持っていない場合（ボーライン）と持っている場合 

３、簡易チェストハーネスを各自つくる（ボディ用スリング・環付きカラビナ１・60スリング２・カラビナ

２） 

４、危険箇所の通過：ロープが張ってある場合とない場合（張っていない場合は確保） 

５、補助ロープをフリクションノットで登り降りフリクションノット（マッシャー・プルージック・クレイ

ムハイスト）を覚える    ①ほぼまっすぐ  ②斜め右上がり下がり・左上がり下がり 

６、補助ロープとムンターで懸垂下降   ７、補助ロープとムンターで引き上げ 

８、ハーネスを着けて、トップロープを上り下り（下りはクライムダウン）９、確保
ビレイ

訓練 

 

最初の訓練は実際の山の中で各自それぞれのツエルトを張ってみました。なるべく快適に過ごせそうな平ら

に見える場所を探して張ったのですが、実際中に入ってみると床が斜めで横になって寝れそうもありませんで

した・・。どうやって張るか以前に場所選びの大切さを感じました。落ちている枝をペグ代わりに使ったり、

ある物で代用するというのも勉強になりました。 

ロープワークの講習では基本的な結び方とどんな時に使うかを実際に体験しながら学べたので分かりやすか

ったです。参加者はそれぞれ持っている道具が違ったのですが、こっちのスリングの方が上手く出来るとか、

こっちのカラビナの形の方が摩擦が大きくて止まり易いとか比べられて面白かったです。せっかく教えて貰っ

たので自分で繰り返し練習して忘れないようにしたいです。 

私は切り立った高いところが苦手なので、講習の数メートルの登り下りでも怖さを感じる時がありました。

克服には慣れることも大切だと思うので、もう少し危険度の低い場所でフリクションノットでの登り下りやム

ンターでの懸垂下降を何度も練習したいと思いました。（中村） 

 

岩場に下る前の登山道横で場所を選び各自ツエルトを張りました。野外で一人で張るのは初めてで自然の物

を利用して綺麗に張るのは難しかったです。 

何も道具が無く補助ロープで危険箇所を降りる場合はバタフライノットを手掛かりにして下る。 

補助ロープとムンターで懸垂下降と引き上げを交代で行いました。 

簡易ハーネスを付けて補助ロープをフリクションノットで登り降り、４種類の結び方を習う、全体重を懸け

て効き目を確かめる。ロープとスリングの相性なのか効きが弱い結び方もありました。足場も悪く急斜面での

講習のため緊張感があり真剣に取り組む事が出来て良かったです。（こばあや） 

 

 無風快晴の中、先ず、登山道わきでのツエルト張り。各人適当に散らばっての陣取り。平坦地でなくても一

人用だからとロープをくくりつける立木に主眼を置いて場所の選定をしたのが失敗。入ってみるとかなりの斜

度で一晩明かすには転げ落ちると散々外野からいわれて、ごもっとも。斜面に対して縱方向に張る場合もある

事や安全に対する心がけが大切だと思った。ツエルト泊山行をしてみたい。 

 岩場でのロープワークでは、漁業や船舶関係からきている名前が多く、先人の知恵に感心する。「さっき、

やったでしょ」は禁句の高齢受講者は、何度も鈴木さんに見本を示して頂いて一つ覚えても、次のをやってい

るうちに忘れたりしながらも、ビシッと決まるとロープへの信頼感は絶大で、急斜面も安心して上り下りでき

た。ビレイする時の人間同士の信頼関係構築はムツカシイなどと冗談も交えての楽しく充実した一日だった。

（仙）  

 

屋外でのロープワークをあまり実施していなかったので大変参考になりました。 

横文字の言葉を覚えるのも大変です。自宅の階段で復習する必要有りと感じています。（たに） 


