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岩櫃山…2018/11/13
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報

告

井川恵右＋奥さん

群馬県の吾妻町にある岩櫃山に登った。
登山口の駐車場は広々としていたが１０台ぐらい先客があった。
登山口には案内所兼売店があり、店の主人にコースなどを聞くと丁寧に
教えてくれて、案内図をもらった。１０時出発。１５分くらい緩やかな
林を過ぎると、岩櫃城祉に到着。里の見晴らしが良く紅葉がきれいであった。そこから２０分で尾根コースと沢
コースの分岐に出る。ここは岩櫃山の４合目である。沢コースをとるが岩がゴロゴロで歩きにくい。１０分で５
合目。ここから傾斜もきつくなり大きな岩が目立つ。６合目に到着。ここから谷は巨岩が両側に迫り、廊下状と
なり梯子や鎖が連続する。巨岩をくぐりぬけ１枚岩を鎖を使ってよじ登り８合目に到着。緩やかな尾根道を通っ
て９合目のピークに到着。時間は１２時。岩だらけのピークながら台状になっていてホットする場所である。眼
前に岩櫃山の頂上が見える。ここから少し下って最後の登りとなるが、垂直に近い岸壁になっていてロープを使
って登る。これをみて頂上は断念。しかし９合目の眺望も抜群で達成感はあった。下りは尾根コースを展望を楽
しみながら無事下山。下りは１時間半。下山後は近くの温泉天狗の湯に入って疲れを癒す。スリル満点の充実し
た山であった。

五里ヶ峰 201811/18・・・追加感想文
志形…松川駅と道の駅を勘違いしてすいませんでした。
一緒に登って、いい景色と今まで経験したことがない事等、それを楽しみにしていきたいと思います。今回は
初めて食べた甘い干し柿と、見たことない四角いコンパスと地図を使っての目的地の方角の決め方を教わりま
した。分かれ道の時一目で分かるのを知って、コンパスの使い方を覚えておきたいと思いました。
中村…のんびり里山の楽しみにしていた山行でした。朝は曇っていましたが山頂に着いたときには晴れ、北ア
ルプスが端から端まで見える展望の良さに驚きました。山頂では豚汁を作って頂き、景色を眺めながら食べる豚
汁は格別でした。豚汁の他にもケーキや果物にお菓子の満腹山行でした。

冠着山 201811/23・・・鶴川＋５
軌間道路から 6Ｋ林道を進むと坊城平Ｐがある。そ
こを起点にボコダキ岩を辿る。駐車場から 30 分ほどの
距離である。樹木に雪の花が咲いて冬の訪れを感じさせ
る。気温が上がるとシャワーとなって降り注ぐ。ボコダ
キ岩の真下に着き上を見上げると垂直の大岩。ハーケン
が打ってあり岩トレの場所かも。来た道を少しくだり、
本線に移動。山頂までは１・５時間位であるが善行寺平が一望できる。帰路は別の
道を下る。姨捨の棚田を見学し田毎の月で有名な景勝地でお蕎麦の昼食・・・。里
山ならではの山とミニ旅であった。

浅間隠山（1756Ｍ）2018/1130

鶴川栄

晴天であるが冬型気圧配置の為に北風があり、
頂上では無風で３６０°の大パノラマ。八ヶ岳、
南アルプス、奥秩父連峰、上毛三山、上信越国境
の山は積雲がかかって見えず！圧巻であるのは言
うまでもなく浅間山であった。眺望は素晴らしい
山でした。

戸谷峰（1629Ｍ）2018/11/24

参加者

勝野、尾形、村上、石井、細田＋2

勝野…多くの仲間と登る楽しさをあらためて感じました。
個人山行で多くの仲間を誘っての企画、大事にしたいですね。
尾形…晩秋の戸谷峰は紅葉は散っていたが、頂上での久しぶりの焼肉山
行、それも牛カルビー肉、大変美味しく楽しい山行でした。準備をしてく
れた細田さん、有り難うございました。昔の大町労山、安くて量が多いマ
トンの焼肉山行を思い出します。
村上…登山口は標高１０００ｍの標識がある野間沢橋から、天気はよい
が寒かった。８時４０分出発、枯れ葉も積もった登山道を丁度良いペースで進み、身体も温もり、時節柄、花を
見かけることはなかったけれど話に花を咲かせながら快調に歩いて１１時５分予定どおり山頂に到着しました。
山頂で待っていたのはご褒美の絶景、眼下には安曇平、正面には穂高連峰、常念岳その横の先には槍が頭をのぞ
かせて更に右を望めば双耳峰の鹿島そして白馬まで・・・絶景を楽しんだあとはもう一つのご褒美が昼食の焼肉
でした、みんなでわいわいがやがや言いながら美味しかったです。１４時予定どおり無事に登山口へ下山、皆さ
ん楽しい１日をありがとうございました。
細田…終始会話が絶えない山行で晩秋の里山を楽しめました。頂上では、丁度お腹が空いた頃の焼肉会。初め
ての方とも和気あいあいといい雰囲気で過ごせました。
石井…膝の故障で皆に足を引っ張るのではないかと案じて、参加を渋っていましたが、思い切って参加して良
かったです。ゆっくり歩いて頂いたお陰で痛みもなく、焼肉付きの山行で楽しい一日を過ごせました。
ヒヤリハットや危険個所➡野間沢橋手前の駐車場から登山口まで、道路端を歩きますが、歩道が無い上交通量が
多く、直線の為自動車の速度も速いので、横断を含め注意が必要です。頂上付近は急勾配で、下りは滑りやすい
ので注意です。

陣馬形山・高烏屋山 2018/11/28

参加者

宮島、尾形、津田、鶴川

宮島…前日の天気予報は午前中曇り、午後は雨となっていたが、予想に反し天気が良く陣馬形山登山口に車を
走らせる。下調べした地図とナビで問題なく登山口に到着。登山道途中からは中央アルプスがくっきりと望まれ
る。途中にはブナの大木がみられた。陣馬形山頂上付近はキャンプ場やトイレがあり中央アルプス南アルプスが

リ池

手に取るように望まれ、皆で歓声を上げる。下山後車で高烏屋山登山口である高烏屋山神社に向かう。登山口に
進入する火山（ひやま）分岐がわからず道路沿いの野菜の直売所で聞き、問題なく登山口へ。神社からは急登で
あったが一時間で高烏屋山頂上。頂上からの眺望も良かったが午後であったので中央アルプスは少々ガスってい
た。下山後再度野菜や果物等の直売所に寄って購入、伊那 IC から安曇野 IC に車を走らせ予定より早く田淵記
念館 P に到着。
鶴川…この 2 座は以前登ったことはあるが記憶は曖昧、眺望が良かったことは覚えているがすっかり忘れてい
る。再び訪れて再認識。素晴らしいの一語に尽きる。中央、南アルプスに思いは走る。この情景は胸のポケット
にしまい、いつかは踏破したいと帰路に着く。
津田…7：50 に陣馬形山登山口着、頂上直下まで車で行けるとのことで、登山道は幾度か車道を横切ることに
なる。途中「丸尾のブナ」と呼ばれる樹齢 600 年の巨木を通過…見事！！アンテナ塔が見えてくると頂上も間
近。頂上直下にキャンプ場があり良く整備されている。頂上からの眺望は素晴らしく、中央、南アルプスが一望
できた。登山口 11：00 着。次は高鳥谷山登山口へ移動。12：40 神社に参拝し登山道へ。ほとんど直登なので息
が切れる。14：05 頂上着。ここからの眺めも素晴らしく、眼下の天竜川越しに中央アルプスが真近に見えた。
15：00 登山口着。天候にも恵まれ両方とも初めての山、しかも絶景。この山を選んでくれたリーダーに感謝！！
尾形…天気予報では曇り。眺望は期待できないと思っていたが、駒ヶ根は快晴、陣馬形山頂上に着いた時は、
「なんだこの景色は」と思わず言ってしまった！！眺望の良い所は色々あるがこの場所は一級品、伊那盆地を挟
んで中央アルプス全貌が実に素晴らしい眺めだ！ただ、頂上まで車で来れるのがちょっと残念！！

石井(ひ)…地元の山で仲間と頂くランチは最高に美味しかったです。お汁粉
会又やりたいです。
菅沢…12 月とは思えないほど暖かく無風、雲一つない晴天の中の雨引山
山頂までは、意外と長い。豚汁おいしかった！郁子さんありがとう！！
中村…朝は雲がかかっていたのですが登るにつれ快晴に！山頂手前から白
くなった北アルプスを眺める事が出来ました。山頂でのランチタイムには細
田さんが豚汁を作って下さり暖まりました。その後はなぜか創作料理？大会
になり豚汁にインスタントの塩ラーメンを入れたり、お汁粉に海苔付きの餅
を入れたり、羊羹を入れたり、とっても面白かったです。
細田…ゆっくり目のスタートで、急勾配でも会話が絶えない登りでした。
お昼は豚汁と皆様持ち寄りの具材で新しい山鍋の開発、味見を楽しみました。
登り下りの会話の中に人生観が詰まった山行でした。企画していただいたの
に、お家の事情で行けなくなった鈴木さん。残念でしたが次回またお願いし
ます。
ヒヤリハットや危険個所➡落ち葉が降り積もった急な山道の下りは、足元が確認しにくいので滑りやすかった。

天狗岳２０１８/12/8～9（1 泊 2 日）稲子湯〜しらびそ小屋〜天狗岳 ピストン
参加者 勝野 秀次郎、菅沢 順子、黒岩 佳美、中村 聡子＋１
壮年山行には去年に引き続き 2 回目の参加でしたが去年と違って駐車
場、登山道、小屋の周りにも全く雪がないので驚きました。ミドリ池も
凍っていなくてさざ波が立っていました。初日は早めに小屋に着いたの
で他の会の皆さんと話をしてのんびり過ごしました。
天狗岳に登る朝は小雪が舞っていました。晴れることを期待していた

のでガックリ。でもこれで少しは冬らしい景色が見られるかもしれ
ません。
中山峠までは樹林帯なので風はありませんでしたが稜線に出
た時に、どの位の風でどの位寒いのか心配しながら登りました。い
ざ稜線に出てみると風はありましたが寒さは予想していたより大丈
夫でした。それでも息で曇った眼鏡が凍り付き、前が見えなくて何
12/8 ミドリ池

回も手袋で拭きながら登りました。何か対策を考えないと危ない・・。
周りの方の髪もまつげも白く凍り付いていました。雲がかかってい
て景色は眺めることが出来ませんでしたが、樹々も岩も全て真っ白
で綺麗でした。下山は岩が凍り付いていて滑る箇所があり慎重に下
りました。しらびそ小屋まで戻ってくるとミドリ池が凍っていて端
の方は人が乗れる程でした。前日とは全く違う様子にまた驚きまし
た。 お昼に温かいうどんを頂き体を暖めてから帰路につきました。
12/9 ミドリ池

特

集

2018 印象に残った山
古畑文

有明山、苗場山、岩菅山、戸隠山、裏妙義縦走

2019 行きたい山
白馬三山、高妻山、鳳凰三山、両神山、燕岳〜餓鬼岳、
裏銀座縦走、西穂独標、槍ヶ岳、穂高岳、剱岳

黒岩

先日登った天狗岳です。何度も登ってる天狗岳ですが、難しいコン

岩トレを練習して、苦手な岩場を克服したいです

ディションで登頂でき達成感がありました。山頂でみんなで食べた
みかんが美味しかったです!

細田

還暦記念山行として名前の由来となる有明山に登る事が出来た。表

来年は白馬三山へ登りたい。

参道から裏へ苦行の様な山道だったが、滝に癒され仲間に励まされ
印象深い山行だった。また、朝日岳、戸隠山、裏妙義と入会の頃に
は遥か彼方だった山にも挑戦出来た。

宮島

２０１８年で厳しかった縦走の山は鋸岳～鬼ケ面～駒ケ岳であっ

聖岳・光岳・池口岳・乾徳山・農鳥岳・越百岳・南駒

たが眺望は良し。楽しかった山は陣馬形山・高烏屋山からの中央ア

ケ岳・裏劔

ルプス・南アルプスの眺望。

中村

＊1/20 谷川岳、朝は曇っていましたが次第に明るくなり肩の手前

＊荒島岳(雪山)＊硫黄岳(雪山)＊四阿山(雪山)

で抜けるような青空に。空の青と雪の白の美しさ、晴れたことが嬉

＊巻機山(テントで 1 泊)＊浅間山＊木曽駒ヶ岳

しくて印象に残っています。＊7/12-14 大雪山(旭岳-北海岳-白雲

＊燧ヶ岳＊男体山

岳-忠別岳-五色岳-化雲岳-トムラウシ山)雄大な山容に北海道のス
ケールの大きさを感じました。途中雨に降られながらもロングコー
スを歩き通す事が出来て達成感がありました。＊8/2-5 裏銀座(烏
帽子岳-野口五郎岳-鷲羽岳-三俣蓮華岳-槍ヶ岳)初めてのソロでの
テント泊でした。天気に恵まれ、少しずつ近づいてくる槍ヶ岳を眺
めながら頑張りました。

有岡

１月の岩岳スノーシューハイクに始まり、戸倉のセツブンソウ、姫

2019 年は、今年行けなかった山も計画したいと思っ

川源流のフクジュソウ、角田山のカタクリ、柄山のイワウチワ等々。 ています白山、北アルプス深部、山梨県の山、南アル
九州の大崩山、久住山、鉾岳、高千穂の峰。長野県の雪倉・朝日、 プスなど。
飯縄山、爺ケ岳、唐松岳、蓼科山、蝶が岳など多くの山と花を楽し
むことが出来ました。中でも佐渡のドンデン山・金北山縦走ではシ
ラネアオイ・カタクリ・雪割草などが道中ずっと咲きほこっていて
圧巻でした。

鶴川栄

丹沢蛭ヶ岳、雲取山、岩菅山

薬師岳、御正体山

鶴川え

雲の平、高天ヶ原、白砂山

中央、南アルプス

根橋

どんぐり村から岩岳スキー場を横切ってねずこの森へのスノーシ
ューは、始めての体験でした。思ったより快適に歩けたこと。そし
て急な坂はお尻で滑ったこと。「出来るんじゃん」とほくそ笑んで
しまいました。

石井

高社山、山頂より望む中の市街と北信の山々の眺め最高！下山後の

来春には、小谷の塩の道”天神道“へ雪椿を見学に

バラの花が浮かんだお風呂も最高でした。

行く計画を立てたいと思っています。

燕岳、何年かぶりの山小屋泊。夕暮れの山々の美しさとご来光に感
激。雨引山、忘年会の翌日に登った。豚汁、ラーメン、お汁粉での
んびり、ゆったり。

谷口

飯豊山、石転び沢からの縦走は前々から行きたかった山でした。

南アルプスの百名山、光岳・聖岳・塩見岳

7／19〜21 稜線に出ると起伏も少なく、ニッコウキスゲなどの花

北アルプスの裏銀座をのんびりと。

も最高でした。

北条

2018 年(10 月 13 日) 晴れ

京ヶ倉－大城

万平登山口から登って１０時頃迄はガスで里は見えたのですが山
は見えなかったです。それからだんだん雲が消えたのですが、上の
方しか見えなかった。鹿島槍、餓鬼、爺ヶ岳、有明山位でした。昼
は大城山頂で昼食、休憩をとり下る。茸をとる人もいた。眠り峠登
山口着－やまなみ荘－松川道の駅解散
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新入会員紹介

菊池

あらた

新 （男）

安曇野市

37 歳

１、この間の山行等の報告（11/20 以降）
①11/23 冠着山：鶴川栄子＋5
②11/24 戸谷峰：勝野・尾形・村上・石井・細田・菊池＋1
③11/25 県連気象講習：谷口・細田・五十畑
④11/25 大町人工岩訓練（県連有志）：鈴木・横田＋4
⑤11/28 陣馬形山・高島山・宮島・鶴川栄子・尾形・津田
11/29 西穂独標：岡田・中村・鈴木 悪天中止
⑥11/30 浅間隠山：鶴川栄
⑦12/1 忘年会：15 名＋1（元会員）参加
⑧12/1 県連理事会：横田・尾形
⑨12/2 雨引山：細田・石井・中村・菅沢・尾形
⑩12/8～9 佐久送年山行&天狗岳：菅沢・勝野・中村・黒岩＋1（元会員）
⑪12/15 光城山：勝野・石井・根橋・菅沢・尾形
12/15 光城山（避難小屋泊&ﾋﾞﾊﾞｰｸ訓練）中止
⑫12/16 県連雪上訓練（五竜）：岡田・中村・鈴木・横田
２、当面の山行等とリーダー
①12/23 八王子城跡（18 切符で行く山）：鶴川夫妻・宮島・勝野・津田・石井・菅沢・根橋・村上・菊池(10)
②12/23 赤岳：小山・谷口（悪天のため中止しました）
③12/24 鏡台山：鶴川夫妻・宮島＋5
④1/6 杓子山（富士山を見る山）
：集合 追って参加者に計画書送付
参加予定：尾形・谷口・鈴木・勝野・菅沢・中村・宮島・細田（他希望あれば至急会長へ連絡）

④1/13 篭ノ塔山（希望者は鈴木へ）
⑤1/19 県連雪上訓練（ヤナバ）9 時集合
（希望者は鈴木へ）
じゃ こう び み
⑥1/19 新年会 6 時 台湾料理屋「皆宏美味（じゃこうびみ）
」0261-23-7690 2980 円
⑦1/20 スキーまたは近郊の山
次回例会 1/8（火）予定
1/12（土）雪上訓練予定
３、小林さん追悼集進捗状況 １月発行になります
４、機関紙原稿「2018 年思いでの山・2019 年登りたい山」まだの方は１月号に延長
『ごんぞ』３月総会発行予定 各人の原稿をお願いします
５、個人山行 12/22～23 赤岳：鈴木＋6（大阪泉州）
12/26 天狗原 1/12～13 黒姫山

山スキー：五十畑（町田ｸﾞﾗｳｽ）

