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大崩山･･･ササユリを見に行ってきました。

有岡

2018 年 6 月 16 日
以前から見に行きたいと思っていたササユリを見に行ってきました。数日は雨が降ってなくて登山にも問題なさそ
うだと２日前に判断 して、行くことにしました。この山は急峻な岩峰なので、雨になると増水や崖崩れも考えなくて
はなりません。そういう事もあり、 ササユリを見に行く機会を持てないでいました。今回を逃すと、次はいつ行け
るかわからないので、妻と 2 人で行って来ました。 予定は、大崩山荘～小積ダキ～ワク塚～大崩山荘の周回コ
ースです。
ササユリは・・・たくさん咲いていました・・・坊主岩が近くなった頃からササユリが見られるようになり、小積ダキ近
くまで、登山道 沿いに点々と咲いていました。まだ蕾のものもあったので、あと１週間は見れそうです。
花の写真を撮ったり、２０～３０ケ所ものハシゴやロープ・ワイヤーの通過に時間がかかり、小積ダキ目前で周回
を諦め、引き返す ことにしました。ササユリがたくさん見れたので、十分満足の登山でした。

←大崩山荘前は、飛び石で何
とか渡る事が出来ました。ここ
から小積ダキコースを登ってい
きます。
→小積ダキがだいぶ迫ってき
ました。このような岩場が現れ
始めると、ササユリもあちこち
に見られるようになります。目
せんの先にもササユリが・・・。
こんな岩場にも咲いています。
こんな所で咲く生命力のすごさ
のようなものを感じます。

象岩のトラバース。ワイヤーがし
っかり張ってあるが、足元は数百
メートルの断崖絶壁なので慎重
に渡る。
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北アルプス

蝶ヶ岳

6/24～25

中村聡子＋１

路肩崩壊で三股駐車場まで入れないので 800m 手前の臨時駐車場に停めました。
臨時とはいえ広くて休日でしたが、私が着いた時には半分くらいは空いていました。
ここは普段も停められるのかな？
小屋手前の最後の登り付近に少し雪が残っていました。
小屋についた時は穂高連峰に雲がかかっていましたが、時間が経つにつれ、だんだん雲がすくなくなり展望を
楽しむことが出来ました。この日は夕焼けが素晴らしかったです。夜は風が強く、風の音とテントの揺れであ
まり眠ることが出来ませんでした。

群馬県白砂山（2139.7m） 6/23～24
参加者 鶴川２ 宮島 津田
山行報告（感想など）
駐車場に着いた時、消防車やパトカーなど10数台の車両が
物々しく止まっていた。聞いてみたら山頂手前800ｍでケガ人
が出たので救助に向かっているという。ここにはテントは張
れないときつく言われたので場所を移動し別の場所にテント
を張る。最終の車両がいなくなったのは夜中2時を過ぎていた。
翌日早朝に登山開始。粘土のぬかるんだ登山道でアップダウ
ンが多く堂岩山までは展望なし、クマザサが伸びて歩きにく
い所もあったが、堂岩山を過ぎると景色が一変する。展望が
開け北アルプスや群馬県境の山、苗場、鳥甲の信越の山など
の眺めと、コバイケイソウ、日ニッコウキスゲ、チドリなど
初夏の花が咲き出している。目前に見える白砂山の山頂への
ルートをひたすら登るが直下は意外と急登。山頂は３６０度。
展望良し。帰りは八間山を経由して帰ったが、意外と距離が
あってアップダウンがきつい所もあり、所要時間も9時間30分
のロングコースであった。

四ツ又岳・鹿岳
2018年 ６月２
６日 （日帰り）
参加者

L 鈴木

五十畑 古畑文子
岡田 細田
好天に恵まれ暑い山行になったが、ほぼ樹林帯内だったので直
接の日射は避けられた。四ッ又山へは気持ちよく登る。山頂から
向こうに鹿岳が見える。ゴツゴツとした山容でそびえ立つ。そこ
からマメガタ峠までは、アップダウンを繰り返しながら急な道を
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下る。ロープが張ってある。こんなに下って良いのかと思うほど下ってマメガタ峠に到着。ここからは登り。
鹿岳直下では樹木が邪魔をして全容が見えないが切り立った岩肌に凄さを感じる。ところが岩登りかと思いき
や、右から回り込み鹿岳のコルへ。そこから一ノ岳へ、見上げる斜面を登って行くが、思っていた程の恐怖感
はなく頂上へ。注意して下り、コルからニノ岳へ向かう。ちょっと怖い木製の長梯子を最初に登り鎖場。しっ
かり手足を確保しながら登りニノ岳山頂に到着。ここで昼食。下りは鹿岳登山口に下る予定が、鹿岳コルで間
違えてマメガタ峠までピストンになってしまった。ロープが連続する山道で緊張する箇所もあったが充分楽し
める山行となった。
ヒヤリハット
木の根や岩が多い道で濡れている時は、注意が必要。
四ッ又山からの下りは、急落差（ロープあり）
鹿岳コルから高原への道を間違え、往路を行ってしまい周回出来ず、下山時間が予定よりかかってしまった。

美ヶ原高原

7/4

上田市武石

焼山沢 登山口～塩くれ場～牛伏山ピストン

参加者 Ｌ鶴川栄子 鶴川栄
美ヶ原に登るには、いくつかのルートがありますが、今回ト

宮島

津田 桑原

古畑

神津

菅澤

ライしたのは、焼山沢ルートです。武石村からアクセスするル
ートになります。登山口には、美ヶ原まで６ｋの看板、どんな
コースか楽しみです。登りの道は、緩やかな昨日下草刈り取っ
た？てな、整備された道が延々と続きます。３ｋ過ぎると、と
がの親木と呼ばれる、樹齢推定 400 年樹高１８ｍ、樹周り３．
８ｍという巨木に迎えられます。苔むす森の中に凛として立っ
ている姿に鋭気をいただき進みます。しばらくすると、涼しげ
な冷気と水音が・・・。滝です。三段滝、すごーい！感嘆の声、
声・・・と、その滝の右上にすばらしい滝！
苔の間から光に煌めいた水が、レースのような滝になって落
ちているのです。この滝を見ずしてこのコースは、ありま
せん。あまりの素晴らしさに、しばし、時を忘れます。そ
してこのコースの素晴らしさ、信州の白谷雲水峡と言って
も過言でない苔むす石の間を流れ下るせせらぎです。本当
に素敵なんです。そして、ヒカリゴケの自生地、初めて見
ました。しばらくすると、水石と書かれた看板が、２つの
石が貝のように重なり、なんと下の石は、すり鉢のように
なり、水を
たたえて
います。自
然とは、不
思議！そ
うこうするうちに、ぱぁーと開けた草原へ。美ヶ原です。牛
さんの中をどう柵から出たらよいのか？観光客は、柵の向こ
うから柵の中の牛と戸惑う登山者を眺めているのです。少し
面白い光景です。無事美ヶ原到着。急登もなくとても登りや
すい登山道と、すばらしい自然、このコース、本当にお勧め
です。

菅澤順子
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ＰＣ＆スマホ講習交流…Ｙahoo！白馬ベース

7/4

参加者

鈴木、五十畑、小山、宮島、細田、鶴川

天気周りも良くなく、勉強？するには条件の良い日でした。講師の
鈴木さん、五十畑さんが懇切丁寧に教えて下さいました。ＰＣは厄
介なもので（分かっているに人にとっては）こんな簡単なことが、
わからない人には歯が立たない。私はいっぱい分からない事だらけ
だったので、良い企画を設けて頂き感謝でした。ＰＣは使わないと
すぐに忘れてしまいます。登山計画書、報告書、機関紙の編集など
に活用出来るように頑張ります！

爺が岳～針ノ木岳

鶴川

古畑夫妻・細田

コースタイム
25 日 扇沢集合 5：40－柏原新道登山口 6：10―種池小屋 10：25－岩小屋沢岳 13：30－新越山荘 14：
20
26 日 新越山荘 6：00－鳴沢岳 6：45－赤沢岳 7：45－スバリ岳 10：00－針ノ木岳 11：00－針ノ木峠
12：20－大沢小屋 15：00－扇沢 16：00
25 日

晴れ

朝のうちは涼しかったが種池小屋に着く頃にはかなりの暑さ。爺が岳往復を早々に断念し、ゆっく
り新越山荘に向かうことにする。ここからは高山植物が咲き乱れる稜線歩きを心ゆくまで満喫しまし
た。山荘では労山カードで宿泊費が 500 円引きその上大町からの宿泊者には 1 人 1 本のドリンクサ
ービスがあり（キリンラガービール５００ml）を頂きました。この日の宿泊者は 8 名でゆっくり休
む事が出来ました。
26 日 晴れ
立山、剱を眺めながらの大パノラマコース。スバリ岳への登りは高度感が有り緊張した。赤沢岳と針
ノ木岳で雷鳥の親子に出会うコマクサが綺麗だった。針ノ木峠からの下りはノドから下の雪渓はつな
がっていて、危険箇所はなかった。

テント泊で作ってみましょう
簡単山ごはんシリーズ№30 分～
＜さば缶ｄｅバーグ＞さば缶を使って簡単～♪
おまけにカルシウムたっぷりです。
（材料） ・さば水煮（ｏｒ味噌煮）缶 （1 缶）150ｇ
・パン粉 65ｇ（食パン 1 枚でも）
・マヨネーズ 20ｇ（※半量は焼くときに使用）
・片栗粉 大さじ 1
※かつおぶし 1 袋（2ｇ）
（作り方）ビニール袋に、さば缶、パン粉（パンの場合はちぎって入れる）
片栗粉、マヨネーズ 10ｇをいれ、もみ込む。
① 食べやすい大きさに丸める。
② フライパンに、マヨネーズ、②をいれ、焼き目がついたら出来上がり。
お好みでかつおぶしをふりかけ召し上がれ～
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７月例会（7/3・7/17）報告から

有明山途

１、この間の山行等の報告（6/19 以降）

中の名瀑

①6/19～23 燕～常念岳：谷口＋2
②6/23 仏崎岩トレ：五十畑・岡田
③6/24～25 白砂山：鶴川栄・鶴川栄子・津田・宮島
④6/24～25 蝶ヶ岳：中村＋1
⑤6/26 鹿岳・四ッ又山：鈴木・岡田・細田・古畑・五十畑
⑥6/30 仏崎整備：鈴木
⑦6/30 塩の道地蔵峠コース：仙波＋17
⑧7/ 1 美ヶ原：鶴川栄・鶴川栄子・津田・宮島・菅沢・桑原・古畑文子・神
津（8）
⑨7/ 1 白馬岳：横田 中止
⑩7/ 1 県連第 2 回気象講習会：谷口・細田・五十畑・鈴木
（7/4 以降）
①7/4ＰＣ＆スマホ講習交流：鈴木・鶴川栄子・宮島・細田・五十畑・小
山（6）
②7/7～8 苗場山 雨天中止
③7/10 仏崎岩トレ：鈴木・五十畑・細田・宮島・黒岩・仙波・菅沢 勝野＋1
※ 非会員懸垂下降ｱｸｼﾃﾞﾝﾄ
④7/12～15 大雪山・トムラウシほか：中村＋1
⑤7/14～15 小川山ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ：五十畑・岡田＋町田ｸﾞﾗｳｽ
⑥7/15 有明山：津田+50
⑦7/16 有明山：<中房ｺｰｽ>谷口・仙波・菅沢 <黒川沢ｺｰｽ>尾形・鈴木・細田・古畑文子
２、夏山合宿
8/2～5 雪倉・朝日合宿：谷口・鈴木・鶴川栄子・岡田・細田・有岡夫妻
ﾘｰﾀﾞｰ 谷口
行動計画：集合 5:00 白馬 BIG
※ 白馬から蓮華温泉まで、約 50 ㌔１h30
３日（金）蓮華温泉から雪倉避難小屋 5h40
４日（土）雪倉避難小屋から朝日小屋 4h35
５日（日）朝日小屋から蓮華温泉
7h
食料担当：鶴川栄子
装備担当：谷口
7/31 参加者ミーティング

３、夏山個人山行
・7/18～21 飯豊：谷口＋1
・7/20～24 雲ノ平～高天原：鶴川栄子＋3
・7/25～26 新越から針ノ木：古畑夫妻：細田
・7/26～30 越後駒・平ヶ岳・会津駒：宮島
・7/27～28 安達太良・磐梯山：谷口＋1
・7/27～29 北穂東稜：鈴木＋9 台風のため中止
・7/28 高社山：仙波＋
・8/2～5 裏銀座烏帽子・水晶・双六・槍：中村
４、 計画書ファイル名の件
できるだけ、次のように作成して下さい
例「180711●●山■■」
（2018 年７月 11 日●●へ■が行くという意味）
山行報告も、「180711●●山■■報告」
ｿﾌﾄは、エクセル・ワード・pdf いずれでもよい
５、8～10 月会山行
8 月 26 日 蓼科山
9 月 22～24 日 鹿島槍
30 日 十石山
10 月 6～7 日 鳳凰三山

7/30 八方尾根 下の樺では、早くもナナカマド

21 日 乾徳山

が赤くなりかけていた
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