
 

 

 

 

 

 

山 行 報 告 

雨飾山 1963M  2019/7/13 参加者 横田 岡田     感想 岡田 

以前から雨飾山に登りたいと思っていましたが、登る機会がなくてまだ行ったことがありませんでした。12日

～３連休をとっていたので、本当は小川山に行く計画をしていましたが雨で中止になり、どこか別の山に登りた

いと思っていました。横田さんが雨飾山に登る予定だと言われたので、急遽ご一緒させていただくことにしまし

た。 

前日は、五十畑さんとクライミングに行った後にテニスに行き、疲労困憊だったのですが、何とか 3 時に起

きて、４時前に家を出ることができました。５時前に登り始め、朝早くて空気が澄んでいて気持ち良かったです。       

しかし途中から急勾配が続き疲労が徐々に溜まっていきました。久々の登山だったので、汗がとめどなく出て汗

を拭っても止まらないし、サングラスも曇るし、登山ってこんなだったかしらと思い出しながら登っていました。

でもどんどん横田さんは行くし、ついていくのが必至でしたが、ご飯を食べて元気になり、何とか頂上について

良かったです。頂上に着いても雲しか見えず残念でしたが、やっと頂上を踏めたことに感動しました。ありがと

うございました。 

奥穂高岳 3190M ７/21～24 参加者 勝野、菅沢、根橋＋１ 

感想  菅沢 

３日目、涸沢から横尾に帰る途中、クマが出たので気を付けるよう

にと登ってきた登山者から聞き、鈴はないから、歌を歌った方がいい

んじゃない？と言いながら、行くと先に歩いていた単独の男性が、道

の端で夢中で何かを食べているクマに遭遇。男性が少し近づくと、気

づいて森の中へ。感動したと秀さん。クマに会って、奥穂高岳に登頂し

たことよりも衝撃を受けた山行でした。あまりの衝撃に写真なし。い

つでも鈴は必要。 

感想  根橋  奥穂高岳登頂は断念したが・・・ 

いつか見に行けたらと思っていた涸沢カールのカラフルなテント。

梅雨時という事もありテントはちらほらだが、今年はテレビを見なが

らほくそ笑むことが出来る。ザイテングラートは高齢初心者の私には

かなり緊張の連続だった。大型スーパーで購入した農作業用の滑らな

い手袋は正解。「小屋まで 20分」の表示からの長いこと!! 2時間ほ

どにも感じたが小屋手前の雪を口に含んだ途端、疲れと緊張から解放

された。奥穂岳登頂は体力や技術を考えると断念したがこの年で穂高

岳小屋まで行けたことは、同行者に感謝です。有難うございました。 
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山 埼玉・群馬県境  7/30  参加者 五十畑、岡田 

感想 岡田  二子山でアルパインを経験して  

  五十畑さんと埼玉にある二子山へアルパインクライミングに行ってき

ました。いつか、バリエーションルートやアルパインに行きたいという話

を五十畑さんにしていました。今回、平日に休みがとれたので、五十畑さ

んにお願いをしてアルパインに連れてってもらいました。 

京都では、マルチピッチの練習をよくしていましたが、長野に来てから

はあまり練習をしていなかったので、事前に五十畑さんに練習に付き合って

いただき本番に備えました。しかし、そもそもダブルロープの意味を分かっ

ておらず、1 ピッチ目セカンドの私はビレイだけをすればいいと思ってビレ

イの用意はしていましたが、ロープをハーネスにくくるのを忘れており、1

ピッチ目は 1本のロープで登ることになりました。 

（五十畑記）【取り付きは正面を登って右にトラバースするのですが、昨日

までの雨で完全に濡れていてとても登れないので、右側のやぶ沿いに登る

が濡れていて悪く１ピッチ終了点の上に出てしまい、そこから下降した。】 

不安要素がたっぷりつまった 1ピッチ目は、藪こぎをしながら登ってい

き、その後足場のないところをロープにぶら下がって下りるというルート

で、ロープだけが頼りになる命がけの 1ピッチ目となりました。手を持つ

ところも足場もなく、足が空中に浮いた状態でロープにぶら下がっている

ので死ぬ思いでした。 

ロープが切れたら死ぬなあと思いながらも死にたくない思いとごっちゃになり、足場を何とか確保したい思

いで、五十畑さんに何度もロープを緩めて下さいとお願いしましたが、何だかロープが ATCにかんでいるよう

で、なかなか足場が確保できず、やっとの思いで終了点にたどり着き、生きていたことに感謝。涙が出そうに

なりました。 

1ピッチ目が死ぬ思いをしたので、その後 2ピッチ目は余裕で鼻歌を歌いながら登りました。3ピッチ目リー

ドをすることになりやや緊張。余裕だと思って行った先には、クラックで登りにくい上に岩の中が濡れていた

ため、手がきかず途中で足を滑らせてしまい、ズルズルと下に滑り落ちてしまいました。 

先に行くリード役は絶対に落ちてはいけないので、慎重に行ったのですが、クライミングシューズも借り物

で慣れておらず、靴が岩に滑って落ちる災難が。滑り落ちても何とか上まで行かないといけないという思い

で、必死になり上まで行きました。 

五十畑さんから支点をとにかく細かく取って、落ちた時の落差が出ないようにと指示がありましたが、支点

になるところがなかなかなくて何度も立ち止まり考え、穴があいている岩にスリングを通したりして何とか支

点を確保しました。4ピッチ目から後は、簡単なルートでなんとか頂上までたどり着くことができました。今

回の反省としては、最初にロープの結びをお互いが確認すること、

リードの時は支点を早めにつくり、スリングやヌンチャクをすぐに

使いやすいようにしておくことが大切だと感じました「失敗から学

ぶことは、たくさんある」と言われた五十畑さんの名言を心にとめ

てこれからも失敗を恐れずチャレンジしていきたいと思います。 

 

富士山（3776Ｍ） 7 /29～7/30 

 参加者 細田ファミリー 山行報告 細田 

前日ぎりぎりまで天気が不安定で心配したが、宿の情報と梅雨明け

を受け登山を決行した。 



霧の中の山行となったがかえって快適に登ることができた。高山病を心配したが全

員適応できた。 

子供と若夫婦は標準タイムより早く、やっとの思いでほぼ標準タイム位でついて行

くのが精一杯だった。 

翌日頂上では時折晴れ間も見え、お鉢巡りをして頂上を後にした。須走ルートは途

中雪渓を下るように降りられて快適だったが、益々差を広げられた。山行速度に差が

あると、遅い側は頑張り過ぎて余裕がなくなってしまう。次回はどうなるだろうか。 

ヒヤリハット 1 日目、6 合目以降大気が不安定になり、途中雷鳴が聞こえヒヤヒヤ

した。 

 

針ノ木岳（2821Ｍ） 2019/7/28～7/29（1泊 2日） 

ルート 柏原新道〜種池山荘〜新越山荘〜針ノ木岳〜扇沢  参加者 中村＋１ 

山行報告 中村 

当日朝に天気予報を確認すると前日の予報にあった晴れマークがなくなって

いてショック・・。扇沢の無料駐車場は 5:20頃で 8〜9割埋まっていた。 

柏原新道は風が通らず歩くと汗が噴き出す。雪上のトラバースは 1ヶ所残って

いた。途中から小雨がパラつき傘を差しながら登った。種池山荘手前で雨がやみ

小屋前のベンチが濡れていなかったので降っていたのは中腹だけのようだ。種池

山荘前はコバイケイソウが一面に咲いて見事だった。この頃には一面ガスで眺望

がなく足下の花だけが楽しみ。種池山荘までは危ない所もなく歩きやすい道だっ

たが、途中猿の集団に会い怖かった。 

新越山荘は私達の他に 3 組のみ、部屋は貸し切りだったので過

ごしやすかった。2日目もガスの中出発。前日の穏やかな道と違っ

て岩場が多かった。赤沢岳山頂に雷鳥の親子がいてしばし観察、全

く逃げず可愛い。スバリ岳に向かう途中に一瞬ガスが取れ、黒部湖

が見えた。針ノ木岳の登りは岩の斜面にいろんな花が咲いていて

今回一番感動した。 

針ノ木雪渓の雪は硬く締まっていて 6 本アイゼンを付けて下り

た。大沢小屋に寄って苔沢の水で入れた珈琲を飲んで一息ついて

から帰った。今回は景色が見れなかったので晴れている日にまた行きたい。 

 

蝶・大滝山（2677Ｍ，2616Ｍ） 2019/7/31～8/1 鈴木単独   

７月は雨続きだったことと、孫が１週間ほど白馬に来てあっちこ

っちに連れて付き合ったので、山行らしい山行ができなかったた

め、梅雨明け宣言後の蝶・大滝山に行った。２泊確保できれば他の

山を考えていたが、蝶の日帰りでは穂高連峰のモルゲンロートは見

られないだろうし、行ってない大滝山は花がきれいらしいので、ツ

エルト１泊にした。 

まず驚いたのは、三股駐車場のずいぶん手前から車の多いこと。

100台くらいあったかもしれない。ギリギリ上まで行って、トイレ前に１台スペースが開いていた。 

6：30 スタート。何回も歩いた登山道だが、途中から新しい木の階段になっていて、比較的歩きやすかった。

穂高連峰 



ちょうど 12時に小屋手前に広がるテンバに到着。案の定、穂高

の稜線は見えない。45 分間隔程度で小休止したからか、休憩を

含めて所要 5 時間半だから、コースタイムより時間がかかって

いないが、最後はやや疲労が出てしんどかった。オーバー70、一

日の登りは６時間くらいが限度になってきているのが自分でわ

かる。 

のんびりとツエルトを張って、そろそろ夕食の段取りをしよ

うとしたのが午後 2時ころ。えらいことに気が付いた。ガスコン

ロはあるが、バーナーを入れ忘れた。これでは火をつけられな

い！近くのテントの人に借りるのも迷惑だろうし、あきらめて

下山するか（今からなら暗くなるまでに三股まで行ける）、パン

はいっぱいあるから、レトルトカレーを塗り付けてしのぐか考

えていた。 

そのとき、「鈴木さん？！」という声。なんと、八方リフトで

一緒にバイトしていたＦ嬢が声をかけてきた。少し離れたとこ

ろにテントを張っていた。 

「まあ、こんなところで会うなんて」とよもやま話。燕から大

天井・常念を縦走して明日三股に下山するという。わけを言ってガスバーナーを借りることができた。 

レトルトカレーと電子レンジでチンのご飯を温めて、500ml のビールとともに定番山夕食。テントは 30 張程

度か。明るいうちにシュラフに潜った。 

夜半、ポトポトと。なんと雨ではないか。雨具は積んでいるが、今回まさか雨が降らないだろうとツエルト用

のフライは軽量化のために置いてきた。雨の勢いが結構激しくなった。顔にしずくが落ちてきた。うつらうつら

しながら、「早く止んでくれー」。 

１時間以上降っていたのだろうか。いつの間にか止んでくれたが、暑いからシュラフカバーも持ってきていな

いため、シュラフも濡れてきた。幸い中まで浸み込むことはなかったが、ときどき顔に当たるしずくで夜中じゅ

うウトウトしていた。４時前には周りが騒がしくなって目を覚ます。東の空はすでに夏雲がもくもくと広がって、

朝日が見えない。「こりゃ穂高は焼けないな」と諦め、再びＦ嬢からガスバーナーを借りてきてコーヒーを沸か

す。朝早いうちは穂高連峰も槍も上部は見えなかったが、そのうちに雲が晴れた。何枚か撮影して、濡れたシュ

ラフやツエルトを巻き込んで 6：15 出発。分岐からコースタイムは往復とも 90 分なので、休憩を含め 3時間半

を見れば戻れると計算した。大滝山までは意外と下ってからまた登る。登山者はいない。後から一人だけ追い越

された。ミヤマキンポウゲやハクサンフウロなど一面に広がるお花畑を超えて、北峰に８時着。すぐそばに、し

ずかな大滝小屋。人の気配すらない。いちおう南峰も回って引き返す。分岐までが結構きつい登りだが、あとは

ひたすら三股を目指すのみ。駐車場に２時前に到着したら、「先ほどから熊が出ているから気を付けてください」

とアドバイスされた。 

ヒヤリハット  忘れ物（ガスヘッド）とツエルトでもテント代わりにするならフライは必要だということ。 

 

白馬岳～栂海新道   

 8/2～8/5（3 泊 4 日）参加者 中村聡子＋１ 

1 日目 猿倉(7:50)〜白馬尻小屋(9:00)〜岩室跡(12:10)〜

白馬岳頂上山荘(14:40) 

2 日目 頂上山荘(4:50)〜白馬岳(5:30)〜雪倉岳(8:40)〜朝

日小屋(13:15) 

3 日目 朝日小屋(4:20)〜朝日岳(5:20)〜黒岩山(10:40)〜

サワガニ山(13:00)〜栂海山荘(15:45)  

4 日目 栂海山荘(3:50)〜菊石山(6:30)〜白鳥山(8:55)〜坂

田峠(12:50)〜栂海新道登山口(15:30)           

ひっそりとした大滝山荘 



1日目 天気が良く、歩き始めから汗だく。白馬尻小屋で多めに水を

補給して雪渓へ。軽量化のため 4本爪アイゼンで行った。雪渓には 6月

にあった崩落の土砂が大量にあり、自分が歩いている時は崩れないで欲

しいと思いながら歩いた。雪渓が終わったらお花畑が待っていた。頂上

山荘のテント場は到着した 14:40頃で奥の方が少し残っていただけ、ギ

リギリ間に合って平らな所に張れて良かった。テントを張ってから白馬

山荘までかき氷を食べに行ったのだがこの日の分は売り切れ。わざわざ

行ったのに残念。 

  ２日目 この日は憧れていた雪倉岳の稜線を歩けるので一番楽しみにしていた日。朝は雲が多かったけどだん

だん青空に。鉢ヶ岳の斜面は一面お花畑で見応えがあった。日が出ると暑く汗が噴き出す。水場ごとに飲み水を

補充し、手ぬぐいを濡らして首に巻き、塩分を多めに取って熱中症にならないように気を付けた。それでもお昼

頃の日差し、暑さは堪え頭がボーっとしてくる。なんとか朝日小屋に着きテントを張ったもののテント場は日当

たりが良く中に居られない。小屋の横の日陰に避難して夕暮れまで過ごした。朝日小屋のテント場はシーズン中

でもいっぱいになる事はないそうで、この日も余裕があった。冷凍のマスの寿司と笹団子が売っていたので翌日

の行動食用に買う。栂海新道の水場の最新情報は朝日小屋で聞けた。 

３日目 朝日岳への登りと山頂は虫が多かった。朝日岳から吹上のコルの間のお花畑も素晴らしく見たことの

ない花も多かった。黒岩平までに雪渓は２ヶ所、アイゼンは必要ない。

この日も暑い。黒岩平の水場で靴を脱ぎ冷たい水に足をつけて生き返

る。曇ってきて暑さが少し和らぐ。登山中に曇って嬉しかったのは初

めて。黒岩山からサワガニ山、犬ヶ岳を超えて栂海山荘へ。どの山も

急登、ゆっくりゆっくり登った。途中、北俣ノ水場で夕食と翌日の行

動用の水を汲んで行った。 

栂海山荘の宿泊は協力金 2000円、事前に電話で予約した。朝のテン

ト撤収の時間が勿体なかったのと空いていたので小屋に泊まったが翌日起きると

何カ所も虫に刺されていたのでテントの方が良かったかも。 

４日目 暑さ対策で暗いうちから出発。歩き初めて 1 時間ほどした頃同行者が足

を捻挫してしまった。ゆっくりなら歩けるということなので荷物を少し預かり様子

を見ながら進む。白鳥山の手前で電波の入る所があったので谷口会長に下山時間が

遅くなるかもとメールする。白鳥山山頂で電波が入ったのでタクシー会社に坂田峠まで来て貰えないか電話す

る。事前リサーチでは林道工事のため、10月末まで日曜、祝日以外は通行止めとなっていたのに来てくれるとの

事。下山してから調べたら前日から通行止めが解除になっていた。親不知まで歩いて下ったら暗くなっていたか

もしれないので本当に助かった。シキ割の水場から坂田峠まではロープが設置してある急な下りが続き怪我をし

た足では辛かったと思う。坂田峠からは私一人で親不知まで歩き、日本海に足を浸してから帰った。 

ヒヤリハットや危険個所  

緊急事態を自分事として怪我の処置などの対処法を身につけておく必要があると痛感した。携帯電波 の

通じる所も事前に把握しておくと心強い。  

大日三山（北アルプス）2019/8/8～9 鈴木 均 

 雷鳥平から称名滝バス停まで、コースタイムは９時間半。最終バスは 16：

40 なので、絶対に乗り遅れるわけにいかない。途中の小屋に泊まれば問題

ないが、またまたツエルトで単独縦走することにした。とにかく初日は雷鳥

平に寝るだけなので、白馬をゆっくり出発。いつも通りに立山駅前の駐車場

に車をデポ。あとからの反省で、初日に称名滝駐車場に車を置いて、バスで

立山駅前に入っておけば下山時間を気にする必要がなかったのだ。 
ツエルトで十分寝ることができる 



室堂行きの高原バスは１時間も乗っているため、以前は、乗客は車

内で何かを食べたりしていたのに、飲食禁止の紙がすべての座席に張

られている。室堂は、観光客でごった返していた。雷鳥平のテンバは

結構埋まっていた。若い高校生や学生が多かった。水とトイレを含め、

いまどき 500円だった。前回の蝶の教訓から、今回はフライシートも

張った。向かいのソロテントは、聞くと慶応大学の先生で３泊して周

辺を軽く登ったり温泉に入ったりしているという。 

翌朝 3時起床。４時半発が少し遅れた。室堂乗越まで緩い登りで、

稜線に出ると早月尾根からの劒がシルエットに映える。前にも後にも

登山者がいない、静かな山行だ。ところが、やはり自分のペースが遅

いということだろう、次第に軽装の登山者、単独が多かったが何人か

に抜かれた。テントを担いでいる人はいない。ほとんどが大日岳まで

の往復か、大日小屋泊だとわかった。常に時間を気にしながら、ゆっ

くり休憩することなく先を急ぐ。地獄谷の噴煙と広大な弥陀ヶ原、室

堂周辺は目前に見える。 

奥大日岳は、何度か残雪のゴールデンウィークに登っていた。それほど遠いとは思わなかったのに、歳のせい

か遠く感じる。立山劒周辺はほぼ歩きつくしているが、奥大日から向こうは行ったことがなかったので、以前か

ら気になっていたルートだった。大日小屋から大日岳へ。何年か前に文科省の春山講習会で学生が巨大な雪庇を

踏み抜いて亡くなった場所を検証したかったが、先を急ぐのでゆっくりできなかった。 

大日小屋からはほとんど下りで歩きやすいが、長い。水場を過ぎたあたりから広い大日平が見え始め、ずっと

向こうに小屋が小さく見えた。大日平は木道が多かった。ところが、いつもながらではあるが行けども行けども

小屋に着かない。逆コースで登ってくる登山者は結構単独が多い。 

大日平の小屋に１時過ぎに着く。誰もいない。「すみませーん」と扉を開けると、若くて美人の女将さんが出

てきた。バスの時間を再確認したが要領を得ない。奥から主人が出てきて、「以前はタクシーもいたが、予約を

無視してヒッチハイクする人があるので、たぶんタクシーもいない。よかったら泊まっていったら・・・」と言

う。 

水平の木道は小走りして、とにかく急ぐことにした。高度が下がるにつれて湿度が上がり、早歩きにも限界が

ある。そのうちにアスファルト道に出た。滝見の観光客が見えた。 

間に合ったー！午後 4時過ぎに着けば、ゆっくりできるだろうと目標にしてきたが、バス停には 3時半に着く

ことができた。めったに食べることがないソフトクリームを食べた。予定より１本早いバスに乗ることができ、

立山駅前にもどった。 

 

唐松岳〜五竜岳 参加者 細田単独 8/9～8/10（1泊 2 日） 

初めての単独縦走で緊張しましたが、天気に助けられ無事に下山できました。 

鎖場は教えていただいた事を思い出し慎重に通過しまし

た。予定を早め 9日

に五竜岳を往復でき

た事も下山の余裕に

つながりました。好

天に恵まれて素晴ら

しい景色と花に出会

うことができまし

た。 

早月尾根と剱岳 



南アルプス北部 2019/8.10～13 横田竜三 

8/10(土)晴 3:00白馬→5:05 仙流荘発 5:40→8:30広河原→10:00 白根御池小屋→13:30 北岳肩小屋→14:00 北

岳→15:15 北岳山荘(テン泊) 

8/11(日)晴 3:00起床→5:00 出発→7:00 間ノ岳→8:30 農鳥小屋→10:00 西農鳥岳→10:40 農鳥小屋→13:30 熊

ノ平小屋(テン泊) 

8/12(月)晴 1:30起床→3:30 出発→10:00 塩見岳→13:30 三伏峠小屋(テン泊) 

8/13(火)曇 4:00起床→5:30 出発→6:10 烏帽子岳途中引き返す→8:30 鳥倉登山口 下山 

山行報告 横田 

 あまり行ったことのない南アルプスを 8日間で縦走しようと計画を立てた。山全体トレランコースのため危

険なところはなく、計画時点では荷物の重さだけが不安材料である。8/10・11日は岡田さんが相伴してくれた

ので行きの車のこともありたいへん助かった。 

 1日目、朝早く家を出たが、5:05に仙流荘に到着するともう北沢

峠行きのバスを待つ人ですごい列をなしていた。こういうシステム

を作った行政が悪いのだが、明らかに人が多い。混雑を避けて南ア

ルプスに来たのに、早くもうんざりする。北沢峠から広河原へのバ

スが 1時間待ち。もう少しうまいこと乗り継ぎを良くしていただけ

ればと思います。バスが混んでるため、バックパックを膝の上に載

せなければならないので、しんどい。 

 広河原から白根御池小屋までは合戦尾根みたいな感じでなかなかの急登でした。そこから肩の小屋までもよ

くにた感じ。久しぶりに背負う 80Lのバックパックが肩に食い込み、すごく痛い。久しぶりのためこんなに痛

かったかな？と下山時まで全く慣れない。 

 北岳はイワギキョウが所々によく咲いており、お花畑と呼ばれる斜面ではウサギギクとコバイケイソウの葉

っぱだけがよく見られた。北岳から北岳山荘までは小屋が見えてるにも関わらず、すごい時間がかかった。テ

ン場は満員でテントを張る場所が斜めになったところしかなく、仕方無しにテントを張る。標高№２の北岳は

人気があり、人が多い。夜は満天の星空で、オリオン座が見えた。 

2日目、間ノ岳まで岡田さんが相伴してくれた。間ノ岳から西

農鳥岳まで行ったが農鳥岳は杓子岳みたいでどこが頂上かわから

ないので行かず、熊ノ平小屋へ向かう、農鳥小屋の便所はタレ流

しで、北岳山荘の最新の人数が来れば撹拌して使用できなくなる

便所と比べて笑ってしまった。 

農鳥小屋の名物親父は、「お前らはよ山頂にいけよ、おれはあ

の世に行くからよ」なんて大声でいう面白い親父だ。見かけは中

国の少数民族みたいで日に焼けた顔とムスリムがかぶる帽子が

そのように見えた。農鳥小屋から熊ノ平小屋へ間ノ岳に登ら

ず、ショートカットできる登山道で NHKの一筆書きの田中陽希

さんに会った。カメラマンは平出和也さんがしていた。どちら

もツルッパゲなのが印象深い。田中さんはアスリートらしく太

ももがすごかった。平出さんはガリガリの印象。 

間ノ岳からの下りと合流する三国平で雨に降られた。雲がこ

の周りだけなのですぐ止むと思ったが、熊ノ平小屋につくまで

降りっぱなしだった。結局、テントを張る時に止んだだけで 19時位まで降り続いていた。 



3日目、隣のテントの人が「明日 3時には出発します。朝早く音立てますけどすいません」と聞いていたので、

つられて早めに起床した。 

今日は 10時間歩く縦走の山場なので 3:30に出発した。熊ノ平小屋は樹木帯の中にあって、日が当たらず涼し

いが、これから塩見岳の北荒川岳まで樹木帯が続き、人一人通るような狭い登山道でカメラを亡くした。私は稜

線を歩くのが好きで樹木帯は景色が眺めず苦手であるため、鬱陶しく感じる。北荒川岳付近は昔、テント場があ

って、とても雰囲気がよく、お花畑が散在しており、いい場所であった。今はテン幕禁止の標識が立てられてい

る。塩見岳まで約 6時間とメチャクチャしんどかった。今日も肩が痛い。塩見岳小屋からまた樹林帯が続き、三

伏峠小屋まで全くおもしろくない道。三伏峠小屋でもテン場は満員でした。夜中風が強く、風の音で何回か目を

覚ます。 

4 日目、朝から曇り。星が出ていたが、出発時は雲に覆われていた。天気予報では 8 月 13 日は晴れで、14日

は曇り、15 日は雨になっていたため、15 日だけ停滞すればいいと出発時点ではそう思っていたが、烏帽子岳に

登っていると雲の中に入り、雨が降り出してきた。台風のせいで今日から曇りになると 3 日連続で曇/雨なので

考えた挙げ句下山した。ここで下山を逃すと今度は静岡側しかなく、大変なので仕方なかった。9:10のバスに間

に合せるために鳥倉登山口へ下山した。9:10 から伊那大島駅に 10:50 に到着。岡谷行き電車は 11:53 発 1 時間

もある。飯田線は 2車線で大糸線より立派。白馬まで約 4:30の小旅行。 

南アルプスは地図で眺めれば分かるようにトレランコースであり、トレイルランナーが結構いた。あの人達は

特に走っているわけでもないが、自分は大荷物のため、ゆっくり行っているので必要であればトレランなんだか

ら走って抜けばいいのに、煽るようについてくる。「先に行かせてくれ」の意思表示もしない。なんなの？中央

アルプスは越百山より南はヤブで嫌だったが、南アルプスも農鳥岳より南は面白くないのか？まあ、もう行くこ

とは無いだろう。 

 

斑尾山 1382m  8/12 参加者 勝野、菅沢、宮原、森田、村上 

感想 菅沢 

気温 30度以上。ネットでは、最初は急登が続くとありましたが、

急ではありますが、段差がなく登りやすい道が 1 時間ほど続き、尾

根に出ます。尾根から頂上までは、あまりアップダウンない平坦な

道で、すぐ頂上です。 

樹林帯なので、あまり暑くなく、すぐ頂上がすごくよかったです。

北信五岳や、野尻湖も望めました。 

 

積極的にご参加ください 
県連・全国連盟関係 

①8/31 県連気象講座（あがたの森） 

②10/5～6 北信越交流登山 

③10/19～20 若手ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ講習会（小川山） 

④10/20 県連ｺﾝﾊﾟﾆｵﾝﾚｽｷｭｰ（場所未定） 

⑤10/26～27 県連登山学校（危急時対策講習会） 

⑥10/26～27 全国女性交流集会（和歌山） 

⑦11/9～10 全国登山学校交流会（三つ峠） 

来年の全国連盟カレンダーのご注文ください。 

●夏合宿が天候悪化のためできなかった大

弛峠から金峰を 10/19（土）～20（日）に、例

年のキノコ狩り山行を 10/27（日）に行うこ

とを 8/20例会で確認しました。 

●８月末から 9 月に個人山行が計画されて

います。条件が可能な場合、お互いに参加を

呼びかけましょう。 

●秋以降の会山行について、8/26の役員会

で検討します。希望の山を提案しましょう。 


