
 

 

 
 

山行＆スキーツアー報告 
山スキー（風吹大池＆蓮華温泉）3/23・24 五十畑 他３名 

風吹大池 2019.3.23—3.24 栂池 8:30---13:30 風吹大池（泊）7:00---12:30 北野 

3/23（土） 

栂池スキー場を朝一番のゴンドラで乗り栂ノ森でロープウェイに乗り継いで自

然園に到着。レンジャーの注意事項を聞いて各自シールをつけて登り始める。ここ

のところの温度上昇で一度溶けて寒気で表面が凍結しているので、シールの効きが

良くない。今回スキーアイゼンを持ってこなかったのを後悔する。天狗原では強風

で歩きづらい、幸い視界は悪くないので、なんとかフスブリ山方面への尾根に取り

付くルートには標識があって忠実に尾根を滑降する。小さい凹凸があって滑りやす

いとは言えない。テント泊なので荷物が重く、スピードが出過ぎないよう慎重に滑

る。スキーの滑降跡があったのでその跡を滑っていくと、どうも左側に振っている

ので GPS で確認すると風吹大池の左側を白池から木地屋方面に降るルートのよう

だ。ルートから外れて右側に登っていくと風吹大池の淵に出ることができた。大池

に下って今日のテントを張る。ここまでは風がありながら視界があったのが急に霧

が発生して全く視界がなくなる。早くテント設営してよかった。夜になって風がさ

らに強くな雪も降って視界ゼロと朝まで荒れている。 

3/24（日） 

予報より遅れて、朝でも降雪と強風なので、箙岳方面の尾根は強風のため変更し

て、南俣沢と北俣沢側に降る。夏道はあるのだろうが標識などは全くなく、GPS と

地図で確認しながら慎重に降る。雪質は樹林帯は新雪の深雪で滑りやすい。沢の分

岐で複雑な地形で少し迷ったが、やがて林道の登山口に着いて、あとはひたすら雪

に埋まった林道を外さないように降る。北野の除雪箇所に着いたら、車をデポして

いる杉並労山グループに小谷道の駅まで運転手だけ乗せてもらい助かった。 

 

蓮華温泉 4.6～4.7           五十畑 他３名    

      栂池高原-天狗原-振子沢-蓮華温泉（泊）-角小屋峠-白池-木地屋  

4/6（土）：4 月の第 1 週になると気温も上がってきて朝から暖かい。しかし上空

の風が強くてゴンドラは様子見で休止中。やがて 8:30 過ぎに運行開始になってロ

ープウェイの自然園駅に到着。空は晴れているのに風が強くて天狗原では強風に耐

えながら、振子沢への下山口を探してこれからが美味しい滑降になる。雪もほどよ

く柔らかくて気持ちよくターンを繰り返し一気に下る。これが山スキーの醍醐味だ。蓮華温泉のルートは赤テープが途切れること

なくついていて迷うことなく、沢に入れば風もなく暖かい。気分良く下っていくと林道に出てすぐに蓮華温泉ロッジに昼前に到着

して早速温泉と酒で宴会。 

4/7（日）：今日の予報は曇りのち雨なので 7:30 に出発して早めに下山する。ヤッホー平まで急傾斜を沢に降ってから林道に登り

返す。角小屋峠まではシールをつけてひたすら登ると視界がひらけて、ここからはウド川添いの林道を斜滑降で延々と降っていく

が足が疲れるところ。やがて白池を過ぎて林間の急傾斜をところどころショートカットしながら下る。昼前の 11:45 には木地屋の

車デポまで到着。雨には降られずに下ることができた。 
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焼山滑降  4.13     横田 

天気の良い週末、スキー場も営業が終わりこれからは山スキーシーズ

ンです。山は雪をまとっている方が美しく見えるのでこの時期はもっぱ

ら山スキーです。下山が楽だし。これまで山頂から 1km 以内の範囲は

入山が禁止となっていた新潟焼山が解除となったので、18 年ぶりくら

いに山スキーに出かけた。長野県に来た当時初めて連れて行ってもらっ

たところが焼山であった。その時はなんとスノーボードだったので何回

かのアップダウンがかなり鬱陶しく思った記録がある。 

 登山口は笹倉温泉から出発して、北面台地と呼ばれるゆるい斜面を経

て時間があれば山頂付近から滑りたいと思い 5：30 に出発したが、12：00 にどこかの人がテントを張っているところで休憩し。13：

00 までそこから少し登った所まで行き、そこから滑走した。約 6 時間登ったが、あとから来た人に抜かされ、日々の運動不足を痛

感した。何日か前に雪が積もって黄砂は全てきれいになっていた。滑走時間 40 分、2 回ほどスキーを履いた状態で登りがあったが、

まずまず楽しかった。笹倉温泉の外浴は 800 円になっていた。 

 

乾徳山（2031ｍ） 4/20  鈴木、谷口、細田、菅沢、鶴川 

細 田   

乾徳山の周回コースを八の字に

巡る。登りの登山道は整備され、標

識も多い。天気も良くいつもの富士

山が目に入る。地元に馴染の山なの

か家族連れも多い。頂上直下の岩は

高度感はあるが、足場があるので気

持ち良く登れた。下りは凍って

いたり、目印がハッキリしなか

ったりで気を使った。 

菅 沢   

今年の山は、いつもの年とち

ょっと違うのか？4 月頭に降っ

た雪と寒さで、頂上近くは、凍

結が目立つ。乾徳山も同様で、

凍結を避けて登る、下りで時間も神経も使った。最大の岩壁よりその前の試

しの岩？の方が苦労した。長かった道ではあるが、予定どおり八の字行程を完歩出来て、同行者に感謝です。 

鶴川ＥＩ  十数年ぶりの乾徳山…前半単調、月見岩から乾徳山の魅力、岩稜帯歩きが始まる。北斜面の森林帯は凍っていた。

アイゼンなしで凍っている部分を避けて登る。鳳岩 20ｍの１枚岩を登れば山頂。足

場あり意外と苦もなく登れた。私、殆ど岩トレしてないけどなあ…アハハ！ 帰路

は周回コースで長かった。 

 

陣馬平山（1257.5ｍ） 4/21    鶴川栄子ほか ５名 

長野市の七二会地区をご存知だろうか？私は初めての場所。19 号線、瀬脇の信号

機を長野方面に向かって左に入る。いきなり急カーブの連続の車道である。山に登

る以前に、この山間の高地に結構な集落が点在していることに驚く。高度を上げる



に従いヤマザクラがあちらこちらに咲いて美しい光景が眺められ、いい季節の到来と心も癒される。そして、地蔵峠に到着してさ

らに驚く！！高妻、乙妻、そして戸隠連峰の大パノラマ。登山道は山頂には早々に着く。全国的に珍しい矢羽の付いた一等三角点

があった。尾根歩きを楽しみながら、帰路は車道歩きとなるが残雪が多い所は 30 センチくらい残っていた。 

本格的山ヤには物足りないだろうが、ロケーションは最高の山です。浅間連峰、志賀高原、妙高、黒姫、火打。あいにく霞空ゆ

えにいい写真が撮れず残念でした。前日から咳き込み状態での体調の中、山に行っていたがマイコプラズマ感染症だった。無謀そ

のもの。反省！！ 

 

霧訪山、大芝山 4/25    細田、根橋、菅沢、鶴川 

山行報告：細 田 

幸いにも雨は山頂でわずかで、歩きやすい天気となった。経験のために先頭を

行かせていただいたが、ゆっくり同じ歩調で歩く大変さが分かった。霧訪山女坂

のカタクリはもう少しだったが、大芝山のカタクリは見頃で誰もいない花畑で 4

人の女子？会となった。二輪草はこれから。すみれを比べたりタムシバを鑑賞し

たり、花を楽しむ山行となった。今年初の女性部企画だったが、皆さんの協力の

もと楽しく山行できた。 

ヒヤリハット…標識を勘違いして降りかけたが、すぐに皆んなに訂正してもらえた。みんなで確認する事が大切。 

感想：根 橋…霧訪山への急登は小さな「スミレ」が

楚々と咲いている。頂上からは「たむしば」の白い花が

遠くに広がっているのは初めて見る景色だった。大芝山

までは「カタクリ」が山道にまで出てしばらく楽しませ

てくれた。そして二輪草の群生が思わぬところに。最後

のご褒美に皆

で大爆笑して今日の山歩きを終えた。昼食のトン汁・おしゃれフルーツ・チーズと蕗味噌

のカナッペ・コーヒー等に、はしゃぐメンバー。ひなびた温泉も最高!!! 本当に楽しかっ

た。 

菅 沢…みんな晴れ女。心配した天気がうそのよう。汗だくで、急坂を登ります。すみ

れ、カタクリ、オキナグサ、二輪草が咲き始め、こぶしに似たタムシバが咲き誇っていま

した。ランチは、すごい！みてね！善知鳥峠までの道は、ゆるやかでよかった。 

追伸：帰りに寄り道、松川村馬羅尾のイワウチワ見てきました！ 

尾形、勝野、小山、志形

感想：志形 

雪山は初めてで寒さを心配してたんですけど、

天気もすごくよくてまったく寒さを感じなかっ

た。前日雪が降ったみたいで真っ白な所とグレ

ーな所があって真っ白い所は膝まで埋まるくら

いでした。歩き方にコツがいるみたいで、途中

滑って進みづらい所もあって、アイゼンがあれ

ば滑らないのかなと思いました。登り途中少し

かじったお握りと、頂上で飲んだ二口のビール

が特別美味しかったです。日焼けをあまくみてて日焼け止め塗ってなくて案の定会社で沢山の人に驚かれました。 



秋田駒ヶ岳・鳥海山滑走 4.28 ～29 横田 

GW を利用して東北の山を滑ろうと企画して早 3 年。2017 年には天候が

悪く鳥海山には行けなかったが、やっと今年行ってきた。秋田駒ヶ岳は男

女岳（おなめたけ）と呼ばれる火山だ。田沢湖から入り、アルパコマクサ

と呼ばれる温泉と環境庁の施設が登山口である。 

5：30 出発 10：30 山頂到着山頂では風が強く、27 日に降った雪がえびの

しっぽとなっていた。東北の山はたおやかでスロープがゆるい為、鼻歌交

じりで滑れる所が気に入った。山の近くには温泉があるところは全国共通です。                祓川登山口からみた鳥海山 

 待ちに待った鳥海山、2 年前は曇で姿さえ見えなかったが、今回はいい天気で遠くからでもよく見える。別名出羽富士、裾野が

広くて範囲がかなりでかい。祓川の登山口から出発。地元の矢島から祓川までの道路も積雪が多く、6ｍくらいのところもあった。

ちょっとした雪の大谷みたいだ。 

5：30 出発 9：00 滑走開始、上に行けば行くほど斜面がカチカチで氷だったので頂上

まで行かず、滑り始めた。カチカチの斜面は避けて、緩んでそうなところを探しての

滑走だったが、標高1500m位からは楽しく滑れた。斜度も20～35度くらいで丁度良く、

快適でした。鳥海山は人気の山らしく、9：40 頃に駐車場に着いたが 150 台停められる

駐車場が満車でびっくりした。下山後の温泉「鳥海荘」国民宿舎は 300 円であった。

露天・サウナあり、しかもお肌にヌルヌル系のいい温泉でした。早めに下山したので、

鳥海山の違う登山口へ移動したが、次の日から天気が崩れ、結局祓川一本で終わって

しまった。また持ち越しとなったが、月山・鳥海山のたおやかな斜面は立山・白馬と

はまた違った感じで良い。 

 

五竜岳 2019・5/5～5/6  

鈴木、勝野、小山、中村   山行報告：中村 

ゴンドラとリフトを乗り継いで地蔵ノ頭下部まで移動。ザック

が重いし大きいしで乗り降りするのも一苦労でした。ザックの重

さは今までで一番重い約 20キロ。歩き通せるか不安でいっぱいで

したが、もうヤルしかないと頑張りました。無風快晴で朝のうち

はアイゼンが効いて歩きやすかったです。急登が何ヶ所もあり休

憩を取りながらなんとか西遠見の幕営地に着くと五十畑さんと町

田の山岳会の方が迎えてくれました。この日は大町労山と町田の

２パーティだけでした。雪上でのテントの張り方や飲み水の確保

などを教えて頂きとても勉強になりました。 

テントに入ってからは寄せ鍋をつまみに宴会を楽しみました。

夜 8頃から雨が降り出し、朝には止みましたが午後はまた天気が

崩れる予報だったので天気と時間を気にしながら翌朝早く山頂に

向かいました。急な白岳への登り、要らない物をテントに置いて

軽いザックで登れて本当に助かりました。前日の疲れが残ってい

るのかなかなか足が上がりません。五竜山荘から山頂を眺めます。  

今の私の力量で切れ落ちている雪と岩の斜面を登れるのか悩みま

した。そして私は山頂に行かず山荘で待っていようと決めました。

結局予定より時間が押していたのとゴンドラ運行最終日で乗り遅

れられないという事で全員が山頂に行かない事になり山荘前で写

秋田駒ヶ岳  

手前の手前の建物が「アルパこまくさ」 



真撮影をしたり、のんびりしてから下りました。幕営地に戻りテントを撤収して下山開始。この頃にはガスが出始めました。ザッ

クがまた重くなり歩が進まず、一度休憩するとなかなか立ち上がれません。雪が緩んでいて歩きづらく、ヘトヘトになりながら少

しずつ進みました。遠くで何度も雪崩の音がしていました。地蔵ノ頭まで戻ってきた時に雨がパラついてきましたが雨具を出す程

ではなかったので良かったです。 

ヒヤリハットや危険個所 

 サングラスを落としてしまい、雪の斜面を滑って谷に消えていきました。鈴木さんのスペアをお借りできたので良か

ったのですが、道具の取り扱いに気を付けようと思いました。 

 

佐渡ドンデン山 5 月 5-6 日 有岡夫妻 山行報告：有岡 

 2019/5/5-6佐渡のドンデン山に登って来ました。 

（1日目）椿登山口から登山開始、周辺はニリンソウが一杯。このコースは入山

者が少ないようだが踏み跡はあり、道迷いも無かった。カタクリ・ユキワリソウ

などは終わりかけていたが、登って行くに従ってだんだん綺麗な花が増えてくる。

雪渓の周辺では花盛りとなっていた。シラネアオイも綺麗に咲いている。                            

（2日目）金北山は残雪が多かったので、縦走予定を変更しアオネバコースを下

る事にした。ここも花一杯。圧巻なのはシラネアオイの多さ。ここで妻が足をすべらしヒヤリハットがあり、気をつけねばと思っ

たこともありました。 

ヒヤリハットや危険個所 アオネバコースの下りの何でもない所で、妻が足を滑らせて２～３ｍ滑落した。幸いガケ下に

落ち葉がたまっていて、それがクッションとなりケガも無かったが危なかった。撮影のために手元用の眼鏡のまま歩いて

いたので足元が良

く見えてなかった

もの。眼鏡は面倒

がらずにかけ替え

るべきと思いまし

た。 

縦走路に出ると草原が広がっている        二輪草群落          ショウジョウバカマ 

 

丹沢・甲相国境尾根山行 5 月 10 日～11 日  中村＋１  山行報告：中村 

ルート 西丹沢 VC〜畦ヶ丸〜菰釣避難小屋〜菰釣山〜高指山〜山中湖 

途中まで沢沿いのルートなので何度も橋を渡りながら登りま

す。新緑の中、水音と鳥の鳴き声を聞きながら本当に気持ちの

良いコースでした。登山道は整備されていて道標も多いので迷

うことはありません。所々ヤセ尾根と砂地の斜面があるので滑

らないように注意が必要です。泊した菰釣避難小屋は窓が大き

く明るい雰囲気で立派なテーブルと椅子もあるので快適でし

た。この日は私達二人の他に単独の男性の三人だったので広々

荷物を広げて使えました。トイレがないのが心配でしたが外に

隠れられる所が沢山あったのでなんとかなりました。ルート上

に水場はなく必要な分は全て担いで登りました。代表的な畦ヶ丸、菰釣山、高指山以外

にもピークが 11 個あるので登ったり下ったりで距離以上に疲れました。菰釣山から先は

樹々の隙間から富士山を見ながら歩きます。ゴールの高指山からはドーンと大パノラマ

で富士山を眺められます。1 時間以上のんびりしてから下山しました。 

ドンデン山荘から見た金北山 



 

浅間隠山（1757ｍ）5/12 

鶴川栄、尾形、勝野、津田、有岡、宮原、宮島、鶴川栄子、菅沢、細田、会員外 有岡淳子 山行報告：有岡 

 松川道の駅と田淵記念館で合流して車２台で出発。安曇野ＩＣ～上田・菅平ＩＣまで高速を使い、予定通りの時間に二度上げ峠

登山口に到着した。途中の 144 号線沿線他の道路沿いではまだ桜もかなり残っていた。嬬恋や北軽井沢周辺もなかなか雰囲気の良

い気持ちのいい一帯だ。登山口では先行客の車が数台止まっていたが、２台とも登山口周辺に駐車出来た。 

頂上直下を登る                   昼食はナント！！山菜の天ぷら、デザートにコーヒー付 

 

 

 

 

 

もはや宴会です 

 

陣馬平山（１257．５ｍ）5/15     鶴川、勝野、宮島、菅沢，有岡 山行報告 宮島 

白馬サンサンパークに集合し地蔵峠に向かう。地蔵峠は大きい駐車場があり、歩きやすい林道を三角点のある陣馬平山に向かう。

陣馬平山から尾根をアップダウンしながら昼食を食べた四阿に向かうが縦走中タラの芽があり、しばし山菜採り。尾根からは北ア

ルプス連峰、戸隠西岳、戸隠山、高妻山、飯縄山等が遠望できる。帰りは林道陣馬平線を歩いて地蔵峠に帰着。新緑の旧中条村、

小川村を通過しながら、ここで住む方の生活を想像した。 

 


