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山 行 報 告 
憧れ！難関の山に挑む 有明山 2,268m 2018年 7月 16日 
（表参道コース）  ルート  ：黒川沢登山口→白河滝→落合→山頂→中房温泉 

           メンバー ：鈴木L 尾形 細田 古畑（文） 

 黒川コースは想像以上にきびしいコースでした。白河滝からのいきなりの急登は、こ

れは本当に登山道か？と疑いたくなるほどでした。その後も延々と続く急登、ロープに

次ぐロープ。まるで苦行のようで、疲れきった足に中房への下りもきつかったです。（古

畑文子）   ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊    ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

私の登山目標としていた有明山。中房で産声を上げてから 60年、名前に漢字をいた

だいていたので、この節目に登る事が出来てとても嬉しい。中房温泉からの予定が、宮

島さんの一押しで表参道から中房温泉に下る事に。文ちゃんも付き合ってくれて総勢 4

人。妙見の滝までは気持ちの良いハイキング気分。二つの滝は、気持ちも洗われる極上の場所で、つい長居を

しそうになる。大岩を鎖で登って白河の滝を過ぎると、鎖場、ロープ、木製の梯

子の急登がこれでもかと始まる。手当たり次第に物を掴みたくなる。林の中なの

で高度感は無いが、同じ道を帰りたくない。暑さも手伝って修行の様だ。ピーク

の光る鳥居が見えた時は、本当に嬉しかった。時間が押していたので昼食を取っ

て下山。短いとはいえ急な下り坂には違いない。又もや掴めるものは全て掴んで

滑る様に下山。浅い私の登山歴の大変さ No.1となった。今回靴の中敷が入って

いない事に下山後気がついた。足先は可哀相な事になっていた。（いくババ） 

 

 

有明山（中房コース） ルート ：中房登山口 → 山頂 （ピストン）  

メンバー ：谷口L 菅沢 仙波 
 近くにある山なのに、登ったことがない有明山、ずっと行きたいと思っていたことが今日叶います。 

誰に聞いても、1回登ればいいと言います。本当に？ 登ったことのない私は、今日1回登ればいいのだと中房

コースピストン3人で出発。前日有明山の神事があったこともあり、草刈りがしてあり整備されていました。

少し登りぎみの笹の中の道を進み、ジグザグに急登を進み、、、そして急登、急登、を進みます。やっと、尾根

道に出ました。尾根道は、落ち葉でふかふかして歩きやすかったです。南峰へ計画時間より１０分前に到着、

陽は射しているものの、ガスって眺望はよくなかったですが、中央峰、北峰と参拝して満足でした。1回登れ

ばいい？ いえいえ 急登続きですが、はしご、ガラ場ありの面白いコースでした。次回は、違うコースも行っ

てみたいです。ちなみにこのコースを案内していただいたTさんは、5回目だそうです。 （菅沢順子） 

 

念願叶っての一度は行きたい「有明山」。急登が強調されていたので登山道への期待はなかったけれど、これ

がクサリや岩場も多く、なかなか味わいがあった。ヒザが万全でないので「角田山の

悔い」を繰り返すまいと自分のペースを守った。下りのことを考えて、リーダーとS

さんが南峰を往復する間、私は中岳で休憩し体力を温存。下りも先を行く二人に離さ

れながらも頑固にマイペースを決め込む。途中、鳥のヒナが落ちていたりして自然界

の厳しさに思いを馳せたりしながら下山口に着いた時は、脚もかなり疲れていて、思

わず振り返って（鍛えていただいて）「ありがとうございました」と頭を下げていた。

ヒザがもっと良くなったら、もう一度、味わって登ってみたい山である。（よちくりん） 

2018 8.20 
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大町勤労者山岳会 
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2018 年 7 月 20 日～24 日 

ルート：折立（車中泊）～太郎平～薬師沢（泊）～雲の平～高天原（泊）～大東新道～薬師沢～太郎平（泊）～折立 

メンバー：鶴川＋３名 
今回は、高天ヶ原の♨に入ろうとの事が主目的であった。新

穂高温泉か折立から入山するか、かなり迷っていたが折立から

入山した。一緒に行ったメンバーにブレーキになった方がいた

ので、その人に合わせて歩き、毎日の歩行時間は長く掛かった

が体力はそんなに消耗しなかった。最高のお天気に恵まれ、素

晴らしい展望とお花に堪能した山旅でした。雲の平を端から端

まで歩き、おまけにライチョウにも出会えた。スイスに行った

仲間だったのでスイス庭園でのんびりとお茶会をした。目前に

水晶岳、眼下にこれから行く高天原山荘が見えて最高のロケー

ション。なんと幸せな事か。ちょっと遠回りして祖父岳に登って岩

苔乗越から高天原山荘の♨に下ったが、残雪の下からお花がこれで

もかと咲き乱れていた。こんなに素敵な光景にはそうは出会わない。

山荘到着は遅れたが心は満足。♨は 1 キロ下り歩いて行く。男女別

に囲ってあるから安心。 

大東新道は、沢沿いのコースで増水時は危険であるが、今回は小

屋や歩いて来た登山者の情報で行けると判断し薬師沢まで歩く。ア

ップダウンが多かったが歩き慣れた人なら、慎重に歩けば問題はな

い。変化に富んで楽しく歩けた。薬師沢から太郎小屋への登りは長

くていやになったが、、、翌日は折立にゆっくりと下った。（鶴ちゃん） 

 

 

新越～針ノ木岳   7月25日〜26日    

メンバー： 古畑夫妻  細田   計 3名 

最初に言ったのは文ちゃん。6月の針ノ木山行の時、針ノ木に続く稜線を

見上げ、歩いてみたいと。一昨年会の山行でこのルートは遂行済みだが、我々

は参加出来なかった。行ってみたいね。 

7 月 古畑家の強力助っ人も巻き込んで実現に。初日、種池小屋までの登

りは予定通り。爺ヶ岳には登らず、ゆっくり景色と花を楽しもうと決める。

山頂祠 
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お陰で沢山の花を見ては、図鑑と確認したり鑑賞したりできた。登山口駐車場は満車なのにこちらのコースは

人がいない。新越山荘手前下りが遠く感じたが、到着即ベンチで乾杯。大町住在の泊り客に最大ビール 500cc

進呈は凄い。今日は人も少なくゆっくりと過ごす事が出来た。翌日 6 時、これから向かう山々がなんとも遠く

見える。稜線は暑いが花と絶景に癒される。鳴沢、赤沢、スバリの登り下りはやや緊張。後にした山々が、頑

張ってきた証の様に聳えて見える。最後に針ノ木。頂上に立つと心地良い風に達成感を感じた。針ノ木峠から

の下りは雪渓と夏道が交互に来る。ここの下りは本当に長く辛い。やっと扇沢に到着。上原の湯でサッパリし

て帰宅する。今回雛を連れた雷鳥に二度遭遇した。久々でそれも嬉しかった。古畑家の協力に感謝。（イクばば） 

 

 H30 年７月２６日 ～ ７月３０日（４泊５日） 

ルート 越後駒ケ岳・平ケ岳・会津駒ケ岳  宮島 順一 

 自宅より枝折峠に向かう。駐車場で愛媛県と山形県から単独で来た登

山者と情報交換。翌日４時ヘッドランプを点けて道行山に向かう。天気

は快晴で尾根道は暑い。駒ノ小屋前には水が豊富に出ておりありがたい。

休憩後、越後駒ケ岳に向かう。頂上から八海山、中ノ岳、荒沢岳、燧岳

等が遠望できる。下山後銀山平温泉「白銀の湯」に向かう。ここから樹

海ラインを通り平ケ岳登山口である鷹巣に向かう。登山口先の食堂

「山ん中」で遅い昼食。登山口で車中泊後３時半平ケ岳に向かう。台

風の影響であまり天気が良くなく頂上付近になると霧雨状態で頂上

は眺望が悪い。その後「卵石」を見て登山口に下山。あまりにも長い

コースでまた登りたいコースではない。下山後、桧枝岐村「駒の湯」

に向かう。「道の駅尾瀬桧枝岐」で情報を得て役場横の「駒の湯」駐

車場で車中泊。翌日朝６時より営業している「燧の湯」で汗を流す。

台風の影響で雨が強い

ので、状況を見て越後駒

ケ岳に向かう。天気も回復し、駒の小屋につく頃は天気が良くな

り、「駒の小屋」の小屋番である三橋さんと昨年１１月ぶりの再会。

今年で入山１１年目、その前は「殺生小屋」に勤務していた。翌

日は早朝より快晴で再度会津駒ケ岳に登頂後下山にかかる。下山

後「燧の湯」で汗を流し、帰宅ルートは只見を経由し魚沼を通り

帰宅した。 

ヒヤリハットや危険個所 

雨で濡れている木道は要注意。滑りやすく会津駒ケ岳から下山

途中尻もちをついた。 

 

  
8月 2日 ～ 5日（ 3泊 4日） 中村 聡子 

1 日目はひたすら登り、暑くて汗だくでしたが標高が上がるに

風がさわやかになったので助かりました。 

烏帽子岳山頂へは足場はしっかりしていましたが、岩場のトラバ

ースがあったので少し緊張しました。 

2 日目の朝は雲が多くて次第にガスと強風になり、野口五郎岳
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まではあまり景色は楽しめませんでした。おかげで？親子の雷鳥に会えました。子供が 6 羽もいて親雷鳥の後

をワラワラと付いていくのが可愛かったです。 

野口五郎岳からは晴れて素晴らしい天気になりました。水晶小屋ま

ではテント泊装備で細かいアップダウンとゴロゴロした岩を乗り越え

るのに疲れました。双六岳は、双六岳と槍ヶ岳の間に雲があったので

今回はパス。翌日の槍ヶ岳山荘のテント場、山頂へ行く混雑を考えこ

の日は双六小屋まで進む事にしました。 

3日目は朝から良い天気でした。少しずつ近付いてくる槍ヶ岳を眺め

ながら進みます。千丈乗越手前に長い鎖場が何カ所かありましたが落

ち着いて通れば問題ありません。 

槍ヶ岳山荘でヘルメットをレンタルしてから山頂に向かいました。

午前中だったので渋滞もなく落ち着いて自分のペースで登る事が出来

て良かったです。 

槍ヶ岳山荘のテント場は張る場所を小屋の人が決めます。早い時間

に山荘に着けたので槍ヶ岳側のすごく良い場所を貰えました。テントを張ってから日没までずーっと槍ヶ岳を

眺めていました。 

4 日目は朝方から風が強くて、ガスで視界も無かったので明るくなってから出発することにしました。テン

トを撤収している途中でガスが取れたので安心して下山出来ました。 

下りは徳澤園の高菜チャーハンとソフトクリーム、上高地でのお風呂を励みに歩きました。 

 鈴木・・・久しぶりにテント２泊。ハードな山行だった。体力

はだんだん衰えていることに加え、何よりも、これまで感じた

ことがない高温の夏山。そして重いザック。雪倉避難小屋まで

の水が、通常の山行よりも１㌔重かった。メンバーの多くが鉱

山道は初めてというので鉱山道を通ったが、白馬大池経由で白

馬村営小屋幕営の方が楽だっただろう。鉱山道は、下山してき

た単独の二人に出会っただけ。翌日の朝日小屋を目指したとき

はかなりのパーティに出会った。圧倒的に蓮華温泉からは白馬

岳経由で朝日小屋を目指すのだ。今回の教訓は、雪倉避難小屋。

以前考えられなかった小屋の扱いは、避難小屋というのは、要

するに最初から泊まることを計画してはならないということ。

当たり前といえば当たり前だが・・・・。 

細田・・・3 日、重い荷物は分かっていたが、本当にお疲れ様の 1 日。避

難小屋が見えた時は、やっと足取りも軽く

なった。でも人の少ない鉱山道、花と景色

は私たちだけのもの。4日、一番短い行程。

花と景色を見つつ、朝日小屋に着けば早々

の乾杯。昼にはそーめん。夕食は新メニュ

ーの山ご飯。皆んなでワイワイの大盛り上がりで明日の英気を養う。5日、朝

は早よから定番餅ラーメン。今日は長丁場と気合を入れる。朝日岳頂上は、
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霧が晴れて白馬岳・雪倉岳が見える。春〜夏の花にシャッターを切り。ツアーの方々と抜きつ抜かれつ短い夏

を競い合う色とりどりの花また花。皆んな良く頑張ったよね。拍手。山行後の温泉最高 ！！ 

鶴川・・・ 雪倉、朝日岳へは 3回目になる。今回はあのウエスト

ンが歩いたという鉱山道経由ということで、ワクワク気分だったが、

重い荷物と暑さに根性が負けてしまった。いつになく水をがぶ飲み、

滴り落ちる汗。白馬稜線まで何と遠かったことか。しかし、花に癒さ

れてこの登山道を踏破

できたことは嬉しかっ

たです。テント泊・・・

お愉しみの食事作りも

楽しかった。皆さんにこんな重い物をと言われつつ担いで登った。

朝日小屋ではたっぷり時間があったので、ソーメンやスイーツま

で作った。これがテント泊の醍醐味！！朝日～蓮華♨までの下り

は長かったが、皆と和気藹々で下ったのでくたびれはしたが充実

感いっぱいで苦労とは感じなかった。仲間に感謝の合宿でした。 

有岡・・・  

 久しぶりのテント泊で、しかも２泊となった山行だったので、 

まず女房が「自信がない」と言ってキャンセルとなりました･･･。多分体力的に難しかったかも･･･。私として

は以前から行きたかったルートで、特にお花畑のきれいなコースという評判だったので期待して参加しました。

期待に違わずきれいな花たちに出会えた山旅でしたし、雪渓を渡ってくる冷たい風や、剱・立山方面から日本

海までの雄大な景色にも出会えて良かったです。ただ、今までに北アルプスで経験した事のない暑さは想定外

でした。山の稜線で温度計が３３度を記録したのにはビックリでした。またテント泊で若い頃に比べて確実に

体力の衰えも感じた山行でした。美味しい料理を準備して頂いた女性陣に感謝です。ありがとうございました。 

 

谷口・・・ 3度目の雪倉・朝日でした。これまでは、白馬大池〜

三国境を通るコースでしたが、今回初めて鉱山道を歩きました。やっ

ぱり、白馬大池経由が良いかな・・。豪華な食事の準備をしていただ

いた女性陣には感謝です。 

岡田菜穂子・・・ 

 今年、5 月に入会させてもらったばかりで、ついていけるか心配で

したが、合宿に参加させていただきました。山でテント泊を経験する

のはこれが 2 回目でザックの重さで歩けるかどうか心配でしたが、幸

い共同整備の

分担はそんな

に重くなかっ

たので、何とか歩くことができました。 

1 日目 出発は 2 組に分かれ、松川組は前泊されてい

たので白馬組は 5 時にビッグを出発しました。登山口で

合流し、6：35 出発しました。最初は、身も軽く横移動

が続き足取りも軽かったのですが、荷物の重さに肩が悲

鳴をあげ、いつもより疲れているのを感じました。1 時

間に 1 回休憩し水分や食事摂取をこまめにしました。水

場と書いてあるところが何カ所かありましたが、連日の

日照りで水がない所もありました。鉱山道は、花がたくさんありとても癒されました。途中白馬岳との分岐す

る手前で急勾配の坂が続き、そこでみんなのペースが少しダウンしましたが、励まし合いながら登ることがで
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きました。14：10 に白馬岳との分岐に入り、15：00 避難小屋に到着しま

した。避難小屋には管理人さんがおられ歓迎してくれました。夕食は、細

田さんが特性タレに漬け込んだ焼肉をみんなでおいしくいただきました。 

2 日目 4：00 起床、5：45 出発しました。朝の気温は少し寒いぐらい

でしたが登るにはとても気持ちいい気候でした。6：45 雪倉岳に到着。そ

の後はゆるやかな道が続きました。水平道には水場もたくさんあり、疲

れた体を冷たい水が癒してくれました。途中、熱中症のような症状が出

た方もおられたので、こまめに休憩をとりながら 12：00 朝日小屋に到着

しました。到着後は、ビールやジュースで乾杯し昼からソーメンを食べ

至福の一時を味わいました。午後からは、ゆっくり休憩し山を堪能しま

した。最後の晩餐は、サバのハンバーグとマッシュポテト、高野豆腐の

煮物、リゾット、きゅうりの漬物ととても豪華でした。栄子さんが栄養

満点のメニューを考えて下さったおかげで楽しい山ご飯が食べられまし

た。（泊まった人の中では一番豪華だったはず） 

3 日目 3：30 起床し、食事、片づけを済まして 5：00 出発しました。とても温かい朝、ロング T シャツ 1

枚でちょうど良かったです。朝日岳までは急勾配が続きましたが、1 日目に急な坂を経験していたのでそんな

にきつく感じませんでした。6：10 朝日岳に到着しましたが、霧で何も見えませんでした。少し休憩している

と、霧がはれ遠くに白馬岳や剱岳が見えました。その後は、下り坂がずっと続き膝がガクガクになりましたが、

1 時間に 1 回休憩をこまめにとってくれたので何とか耐えられました。9：10 三角点に到着。途中、仙台から

のツアーのお客さんがいて抜いたり抜かれたりで接戦が続きましたがゴール地点には我らが先に着きました。

13：50 蓮華温泉に到着し、温泉で汗を流しました。 

今回、合宿に参加させていただき、山を登る以外にも山でご飯を一緒に食べることができ、以前交流がなか

った方とも交流できてとても楽しい合宿になりました。最初は、重い荷物を背負って歩けるかとても不安でし

たが、皆さんと一緒に歩けたので何とか 3 日間歩くことができました。ありがとうございました。 

今回の反省 

ペーパーを持ってくる量が少なく食器を拭くのに困った。水場のないところでは飲水や食事以外でも手を洗

う水や歯磨きで使う水が必要なので多めに持っていくことが必要だと感じた。 

2018 年 8 月 13 日 

ルート 蓮華温泉登山口(6:30)～天狗の庭(9:00)～白馬大池目前に

して撤退～蓮華温泉登山口下山(13:00)  有岡夫妻 

 

 天気予報では、14時過ぎに雨になるかもという不安定な天気で

したが、現地で登ると

いう判断をして6:30

に登山開始。写真のよ

うに雲がかかってい

たものの、天狗の庭を

過ぎる頃までは雨も

降らず、そこそこの天気でした。その後、雷が遠くに聞こえ出し、

白馬大池が近づく頃には雷雨となってきて、大池まで行かずに撤退

する事にし、13時に無事下山しました。靴もカッパもぐちゃぐちゃ

でした。 
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例会レジメ（8/7・8/21）から 

１、この間の山行等の報告（7/18以降）                 

①7/18～21 飯豊：谷口＋1   

②7/20～24 太郎～雲ノ平～高天原：鶴川栄子＋3  

③7/25～26 新越から針ノ木：古畑夫妻：細田 

④7/26～30 越後駒・平ヶ岳・会津駒：宮島 

⑤7/27～28 安達太良・磐梯：谷口＋1             

⑥7/28   高社山：仙波＋ 

⑦7/30 唐松岳：鈴木 

⑧8/ 2～5 雪倉・朝日合宿：谷口・鈴木・鶴川栄子・岡田・細田・有岡 

⑨8/ 2～5 裏銀座（烏帽子・水晶・鷲羽・三俣蓮華・双六・槍）：中村 

⑩8/6～7 蓮華温泉から白馬大池：仙波・菅沢 

⑪8/10～13  剱八ッ峰：五十畑＋1 

⑫8/13 蓮華温泉から白馬大池：有岡＋1 

⑬8/17 爺ヶ岳：有岡＋1 

⑭8/19 唐松岳：有岡＋1 

⑮8/19～20 唐松から五竜：鈴木 

 

２、当面の山行等とリーダー ①～③追加希望あれば連絡下さい。 

①8/26 蓼科山：古畑文子・鶴川夫妻・宮島・谷口・中村・有岡夫妻・鈴木・細田・尾形・津田・神津・

黒岩＋1 計 15名予定    ６時松川道の駅 6:20田淵記念館 集合 
②9/2 岩トレ(8時盗人岩)：鈴木・中村・五十畑・谷口・古畑文子・細田（勝野）                   
③9/8 岩トレ(8時仏崎)：鈴木・岡田  

  ④9/22～24 鹿島槍：谷口・鈴木・古畑文子・細田・鶴川栄子  

⑤9/30 十石山  
10月 6～7日 鳳凰三山  21日 乾徳山 

                   
３、８～９月個人山行   

・8/21～23 七倉から蓮華・針ノ木～扇沢：仙波・菅沢＋1 
・8/22～23 扇沢から鳴沢～針ノ木：中村 
・9/15～17 北穂東稜 鈴木＋2（泉州）  
・10月初め のんびり鑓温泉                              

 

４、県連ほか 

   ①9/15～16 全国ハイキング交流集会 伊豆 

②10/21県連登山学校 地図読み・入笠山    締切 10/8 

 

５、その他  

・９月後半例会の日程変更 9/18→9/25  

・「山の歌を歌う会」を９～10月に予定する 

7/11 八方尾根鎌池湿原のニッコウキスゲ 8/19 五竜山荘前から沈む太陽 


