
  

山 行 報 告 
北岳（3193ｍ）に登って   

   8/10～11 岡田 
 

 今回、横田さんの南アルプス縦走に付き添い、私

も初の南アルプスに登ることになりました。 

お盆休みを使って、8 月 10 日から 2 泊 3 日で北岳

～間ノ岳～農鳥岳までの縦走を予定していました。

山の日からのお盆までの長い休暇は、みんな考える

ことが同じなのか？登山道もテン

ト場も山小屋も混んでいました。

さすが、日本第 2 位の高さを誇る

北岳は人気があるなあと思いまし

た。第 3 位の間ノ岳も一緒に登れ

ることができるので人気のコース

なんだと思いました。 

登り始めは、いつもより重い荷

物を背負うことがしんどくて、足取りが重かったです。横田さんもいつもより

重い荷物を持っているのでしんどそうで、休憩をこまめにとりながら登りました。登っていくと、とても

きれいなお花や壮大な景色が見えて癒されました。稜線に出てからはずっと仙丈岳が横に見えて疲れが少

し和らぎました。 

1 日目は、16 時にテント場に着き、テントを貼る場所が中々なくて私は小屋に泊まることになりました。

ご飯を食べてすぐに寝てしまいました。星を見ようと思っていたのにもったいない（涙）。 

2 日目は、朝 5 時から出発して、稜線沿いに登りました。農鳥岳まで行く予定でしたが、疲労困憊のため

間ノ岳までにして、小屋に泊まらずに下山しました。農鳥岳は次回のお楽しみです。次回は、農鳥岳まで

行って山梨側に降りるコースに行ってみたいです。 

 

白馬楠川  ・・・夏は沢で涼しく 

              8.18 五十畑 茂 

お盆休みに東京から山仲間 3 人が大町に遊びに来て、ど

こか涼しいところに行きたいと希望があって、それならや

はり沢がいいと近場を探したら、白馬小蓮華から栂池高原

に流れている楠川がありました。 

ほとんど記録がないが少ない報告から見ると、技術的に

は難しくないが、栂池自然園まで結構長いので 8 時間くら

いかかりそうでした。 
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大町を朝６時に出発して、栂池の手前

で楠川沿いの林道に入って１０分くらい

で橋の袂から入渓。前日までの台風の影

響か水は青味がかって濁り、それほど冷

たくない。沢は大岩の間をぬいながら登

るが、ロープを出す箇所は１ヶ所であと

は巻道がある。しかし、メンバーの体調

が不調なので途中で下山、引き返す。 

帰りに白馬のキャニオニングのグループが大勢登って来て、釜に飛び

込んだり水に浮かんだりして騒いでいる。ウエットスーツと浮き袋があ

れば寒くなくて安全に楽しめる。昼前に出会いに戻り、河原でコーヒー

を沸かしお昼でゆったりと休憩しました。今回は最終の自然園まで行け

なかったので次回は行ってみたい。 
 

燕岳（2763ｍ）～ 常念岳（2857ｍ）  8/17～18 

参加者 勝野、菅沢、細田、有岡、森田高、宮原＋１ 

感 想    

 有岡夫妻・・・燕から常念までの稜線歩きは、素晴らしい景

観と稜線のあちこちに咲いているコマクサに癒されました。大

天荘の夜明けでは槍・穂高のモルゲンロートも見れたし、横通

岳は槍・穂高をはじめ北アルプスの山々を俯瞰できる最高のポ

イントでした。妻がヒザにきて皆さんに心配をかけましたが、

２日目は細田さんにテーピングをして頂いたおかげで、最後ま

でヒザが持ちました。ありがとうございました。 
 

勝野・・・久しぶりの縦走登山、とても楽しかったです。両膝

故障していてもストックを使い４WD で、ゆっくり歩けば長く歩

いても良さそうです。今回の山行で何気ない行動が過信からき

ていることを知らされました。年を考え、謙虚な行動にしなく

てはと思いました。 
   

森田 高・・・初めての表銀座は、大変すばらしかったが、お

おいに反省させられた山行であった。皆様に助けられなんとか

帰ることができました。次回は、常念に登頂したいと思う。 
 

いくババ・・・憧れの表銀座ルート。行程が長いのでついて行

かれるか不安でしたが、ゆっくりでも歩んでいけば着けるんだ

と実感した山行でした。大天井岳からの槍穂高連峰のモルゲン

ロートと横通岳からの通って来た縦走路の風景が感動的でした。  

宮原清和 ・・・安曇野に移住して 7年、近くの山には何回も登

っていました。移住して少したって脊柱管狭窄症を発症し、100m

歩くのも大変でしたがどうにか普通に歩けるようになりました。

勝野さんに誘われ何回も山に登りました。 そして今回、意を決

燕から大天井岳途中のカエル岩  

横通岳頂上で 



して本格的に挑戦しました。サポーターをつけストックを頼りに薬も持ち、膝に負担をかけないよう用心

しながら登りました。 いつかは表銀座を歩いてみたいという願望がありましたが、歩いてみるとなんと素

晴らしい銀座通り、美しい自然が足元から北アルプスの山々まで続き、雷鳥こそ見ませんでしたが天気に

も恵まれ予想以上の感動でした。生ビールも最高、そして山行の仲間も。常念から下山途中に足が重くな

り転んでストックを曲げたのは悔しい思いですが、膝が頑張ってくれたことはこれからの山行が楽しみで

す。一緒に登ってくれた仲間にありがとうです。  

荒川三山〜赤石岳    8/24～8/26 中村 聡子 

ルート：椹島ロッヂ〜千枚岳〜荒川三山〜赤石岳〜椹島ロッヂ

コースタイム  

1 日目 椹島ロッヂ(8:30)〜清水平(11:40〜12:10)〜千枚小屋

(14:30) 

2 日目 千枚小屋(5:15)〜千枚岳(5:55)〜東岳(7:20〜7:55)〜

中岳(8:55)〜前岳(9:05)〜荒川小屋(10:15〜11:00)〜赤石岳

(13:30)〜赤石岳避難小屋*3日目 赤石岳避難小屋(5:00)〜赤

石小屋(7:20~7:50)〜椹島ロッヂ(10:50) 

3 日間とも事前の予報より天気が良くなり、雨に遭うことが

なかった。風はすっかり秋になっていて冷たかった。南アルプ

スは雷が多いと聞いていたが、秋の雲で雷の心配がなかったのは良かった。3日間ともルート上に水場があ

り途中で補充出来る。 

 1日目はひたすら樹林帯歩き。登山道に入る前に渡った吊り橋が全行程の中で一番怖かった。最初の方は

急登だったが後半は穏やかな歩きやすい道。泊まった千枚小屋は水が豊富で建物も新しく、空いていたの

で快適だった。 

 2日目はメインの稜線歩き。千枚岳から丸山の間の斜面がマツムシソウ、トリカブト、ナデシコなど一面

紫～ピンクで今まで見たお花畑で一番華やかだった。赤石岳への登り返しは標高差があり大変だった。こ

の日泊まった赤石岳避難小屋は有人でレトルトなら食事も出来たのでおでんを食べて栄養補給。単独だっ

が初日から同じルートを歩いて顔見知りになった方々とワイワイ楽しい時間が過ごせた。小屋の主人の話

や奥さんのハーモニカ演奏などもあり、良い小屋だった。他の小屋と違い水場はなかったが、夜も朝も無

料でお湯を提供してくれて本当に有り難かった。小屋の外に百瀬慎太郎さんの詩が飾ってあり、私は何の

関係もないが、なんだか嬉しかった。3 日目は高低差 2000mの長い長い下り。岩場のトラバースがあり慎重

に歩いた。 

 

 

 
赤石岳避難小屋 



蓮華温泉～白馬大池   8/25  有岡夫婦    

5:00に白馬を出発し、6:20に現地到着。駐車場は満杯だったが、

幸い１台空きがあり駐車できた。天気は良い。蓮華温泉裏の登山

口を 6:40に出発、雪倉岳・五輪山方面に少し雲が上がってきてい

るものの問題ない。天狗の庭ではウメバチソウが咲き、雪倉方面

もきれいだ。白馬大池周辺はチングルマの花穂が風にそよいでい

る。池のほとりで昼食を摂り、周辺をゆっくりと散策して、ゆっ

たりとした山登りでした。 

燕岳（2763ｍ）  8/27（日帰り） 津田広一 単独 

８月末で駐車場も奥の第１駐車場に止めることが出来た。午後から

天気のくずれとあったが、曇る前に頂上へ行けた。行事や天気の具合

で２ヶ月ぶりの本格登山でモヤモヤ解消！余談ですが合戦小屋のス

イカが一切れ５００円に値下げ！と思いきや、以前は一玉８等分８０

０円を１６等分と小さくして４００円となるところを５００円に値

上げしたことが判明!! 

ヒヤリハットや危険個所 下山時、中房温泉目前のところで裸足で下山している登山者を発見。５年も

はいていない靴をもらって登山したが、下山時、底がはがれてしまったとのこと。※古い登山靴には要注

意（スキーブーツも） 

唐松岳（2695.9ｍ）   8/25  参加者 勝野、森田高、宮原、菅沢 古畑 

古畑文子…山はすっかり秋でした。風が冷たく寒いほどでした。

残念ながらガスっていて山はほとんど見えませんでしたが、花を

楽しみながら登りました。マツムシソウの紫色が鮮やかでとても

綺麗でした。     

菅 沢…久しぶりの唐松岳、丸山ケルンを過ぎたら、だらだらし

た登りを歩き、トラバースを何回かすれば山荘だと見上げると、

みなさん、急な山を登っています。えっ！トラバースは？なんと、

昨年崩落して迂回路ができていました。去年は、来なかったので、

全く知りませんでした。少し遠くなったような、近くなったよう

な、複雑。 

  霞沢岳（2646ｍ）島々谷コース 9/1～9/3 報告：細田 

参加者 勝野 秀次郎・森田 高・古畑 文子・細田 郁子 

一日目、バスを待っていたらタクシーが声をかけてきて一人

2,000 円でと言われ(バスは 1,900円)、荷物もあったのでそのまま

乗車した。予定よりかなり早い到着となり、テン場の確保設営に

余裕が持てた。 

二日目、霞沢岳は途中から雨が降り始め K1 ピークからレインウ

ェアを着ての山行となった。山影が見えないまま霞沢岳山頂到着となったが、足元ははっきりしていたの

で注意しながらの登り降りとなった。K1 ピーク手前の岩場、痩せ尾根は慎重に降りた。アップダウンの繰



り返しで、ジャンクションピークまでかなり長く感じた。 

三日目、朝から雨模様だったが予定通り島々谷コースを下った。途中で雨も上がりほとんどレインウェ

アは着ずに済んだ。今回の雨で橋が流されたところもあったようだったが水量がそれほどでもなく、渡渉

に問題は無かった。前日にこのコースを通った菅沢さんが情報を送ってくださったが、徳本峠小屋は電波

が無く下山後知ることとなる。 

ヒヤリハット 

雨の山行のため、みんなで注意をし合いながらだったので、ヒヤリは無

かった。雨の日は岩場や木の橋等が滑り易く、注意が必要だと感じた。 

 

感想 古畑文子 

１日目 安曇支所からバスで上高地へ行く予定でしたがタクシーに声をか

けられバス代プラス１００円で乗せて下さるとのことで上高地に向かった。

おかげ 1時間 30 分早く出発できた。パラパラ雨が当たるが雨具を着るほど

ではなく 13 時 15 分に徳本峠に着いた。テントを張り、まずは祝杯をあげ

る。その後、夕食とミーティングが 19 時まで続いた。 

2 日目 予報では晴れるはずだったが空は厚い雲におおわれていた。何とか

降らないでくれと祈り、５時 20 分徳本峠を出発する。1 時間ほどでジャン

クションピークに着く。時折雨がパラつく。アップダウンの繰り返しで 9

時 30分 K1ピークに着くといきなり大粒の雨。あわてて雨具を着る間にもだ

いぶ濡れた。雨はその一瞬で小降りになった。１０時 30 分霞沢岳山頂。残

念ながら眺望はなし。休憩していると早く下れとばかりに雨が強くなり風雨

の下山となる。徳本峠着 15時 50 分。雨で濡れてしまい、寒かったので私と

郁子さんは小屋泊にした。 

3日目 小雨の中を徳本峠 7時出発、雨はすぐに止んだ。島々までの道は所々

土砂が崩れ、水が道に流れ出ていた。足元に注意し慎重に下る。木々の緑、苔むした岩、川の流れが美し

く癒されました。12 時二俣着。二俣からの長い林道は郁子さんのアイディアで「食べ物しりとり」をしな

がら疲れも忘れて歩きました。14 時駐車場着。ハードな山行でしたがケガもなく良かったです。リーダー

とメンバーに感謝です。 
 

森田  高…しぶりの上高地、やはり良いところである。徳本峠小屋ではウォルター・ウェストンも利用し

たのかと思いを馳せた。味のある小屋であった。 

 霞沢岳は K1ピークから雨衣着用。峠の連続で歩いても歩いても峠で、なかなか着かないので参った。で

も両方して、これで満足。 
 

勝野… 前から登ってみたい山、 霞沢岳に登ることが出来た。あいにくの天気で展望はまったくありませ

ん。思った以上に急登・急坂の連続でボリュームたっぷりです。晴れていたら、槍・穂高が目の前だそう

です。ウエストンが歩いた島々谷古道、今回はテント泊のため上高地から入りましたが、次回は島々谷か

ら入りたいです。メンバーの協力で事故なく無事山行を終える事が出来ました。ありがとうございました。 

 

いくババ・・メンバーが四人という事もあり、意思疎通が容易で和気あいあいの山行となった。雨の中の山行の

為お互いに注意を仕合い、無事に下山出来て良かった。テントは四人でぎゅうぎゅう詰めなので暖かだった。 

雨の山行の後、文ちゃんと私は小屋泊にしたが、衣類も濡れ身体も冷えていたので正解だったと思う。霞沢岳の

山頂が見えないままの到着だった為、機会があれば再度チャレンジしたい。雨の中も楽しく過ごせた。他のメン

バーに感謝感謝です。     



黒姫伝説に誘われて 黒姫山（2053ｍ）  
9月 6日（金） 鈴木 均 

 黒姫山は以前から気になっていた山の一つで、数年

前に黒姫高原スキー場から単独でシールで登った。こ

のときは外輪山までで引き返し、快適な滑りはあまり

なかったように記憶している。 

天気が良さそうなので、急に思いついて戸隠キャン

プ場から少し信濃町よりの登山口から入山した。野尻

湖方面につながる県道には登山口を示す表示が全く

なく、行き過ぎてしまい少し戻った。 

古来から伝説が語り続けられている山は多いが、内

容も知らないのに黒姫伝説という表現だけに何かロ

マンに惹かれていた。下山後に調べたら、室町時代の

領主が寵愛した美しい娘（黒姫）と龍に化した青年と

の悲恋であり、二人はいまも山の池に住んでいるとい

う。山に何を求めて登るのかは人さまざまであるが、

歳とともに情緒的になってきて源流を求めて甲武信

ケ岳（千曲川源流）や鉢盛山（木曽川源流）に行った

り、機織り姫伝説の優美な巻機山などにも大町労山の

仲間と登った。 

黒姫山登山は初級の山といくつかの本に書かれているが、下山はあまり登山者が行かない荒れた西登山

道を通って８の形で周回したため９時間を要した。登りに使った新道は歩きやすく、ブナの樹林帯が続い

て気分も爽快だった。それでも、６時 50 分とスタートが少し遅れたが登山口から頂上まで４時間強。山頂

で１時間近く休憩し、下山も 4 時間だ。山頂付近で出会ったのは３人で全て単独。山頂手前の「しらたま

平」からは飯縄・戸隠・高妻が目の前に見え、ピークでは北に妙高、東の眼下には野尻湖、その向こうに

斑尾山、信濃町の黄金色になった稲田が広がっていた。南の方にはかすかに富士山も見えた。 

2053ｍの黒姫山はカルデラで、別名「信濃富士」ともよばれる北信五岳の一つだ。 

それにしても西登山道は一部ルートが不明瞭で、ピンクのテープがなければルートファインディングに

かなりの時間が食われると思った。実に歩

きにくい。ところが、「大ダルミ」の手前か

ら林道までは 10 月の北信五岳トレラン大

会のコースになっているようで石はごろご

ろしているがほぼ単調だった。県道まで１

キロくらい手前で地元の軽トラックに乗せ

てもらえた。林道には一般車は入れないが、

地元の二人は渓流釣りの帰りだったようだ。

それでも自分の車に到着したのは 17 時近

くなっていた。休憩を含めて約 10 時間の行

程だった。 

 今回の反省は二つ。 

アクシデントは西登山道の中ほどだった。

昭文社の地図には注意マークはないが、Ｙ

ＡＭＡＰには道迷い注意が２か所と大岩の注意が１つあり、その大岩の連続は旧火口にあって、日が当た

http://www.naganogakuren.net/tozanMap/saniki/01hokusin5gaku/02kurohime/index.htm#コース


らないため湿った苔が広く乗っかっている。上りで段差が 50 センチくらいだったと思うが大岩に足を置い

て立ち上がろうとしたら苔で滑って転倒してしまった。転倒したところが少し穴になっており、ザックは

軽いが体が少しねじれた感じになった。後にも先にも登山者はいない。こんな時、単独で歩行できなくな

れば下山できなくなってしまう。丸い岩の上ではなくほぼ均等に荷重をかけたつもりではあったが、ほん

の一瞬のことだった。 

 もう一つは、スマホのバッテリー切れだった。山行中はＹＡＭＡＰを見るのに当然機内モードにして

いたが、何かのはずみでいつの間にか機内モードから通常モードになっていて、気が付いたらバッテリー

の残量が半分以下になっていた。まだ行程の半分も行ってない時だったので、mobile バッテリーを接続し

た。ところが時間がたっても、ちっとも電気容量が増えない。原因はケーブルを接続する USB の接触不良

にあることが分かり、手で持ったりしながらなんとか登山口近くまで維持できた。 

数日後に遭難対策としてココヘリに加入した。 

 

高標山（1747ｍ） 9/8     

参加者 鶴川栄・栄子 宮島順一 神津美保子  

予定通りカヤの平高原登山口を出発。登山道は想像より緩

やかで、登山道沿いでキノコを採取。登山道はササ刈りをし

てあるが中間から頂上まではササ刈りは不十分で、雨の日に

は濡れることは必至。頂上までは樹林帯の中を歩くので眺望

はないが頂上手前で苗場山、佐武流山、鳥甲山、岩菅山等が

眺望できる。頂上からは北アルプスが遠望でき、飯縄山、黒

姫山、高妻山等が眺望でき、天気は快晴で秋の風を感じる。

頂上では採ってきたキノコとウドンで鍋を作り美味しくい

ただく。準備してくれた女性陣に感謝。問題なく下山し、カ

ヤの平総合案内所に立ち寄り「馬曲（まぐせ）温泉望郷の湯」

で汗を流して帰宅した。 

 

雨飾山（1963ｍ）     9/8  

参加者 勝野 森田高 古畑孝信＆文子 細田 菅沢 

いくババ…8 月の機関紙を見て久々に雨飾山に登りたい気持

ちになりましたが、天気とアルバイトの休みが合わずギ

リギリまで迷っていました。前々日一人で行く覚悟を決

めていたら、思いもかけず皆さんが参加してくださるこ

とになりました。楽しい山行になりそうと、気張ってい

た気持ちが和らぎました。前回見られなかった海が見た

いと思っていました。でも途中から雲が出てきて今回も

ダメかしらと思っていると、山頂に上がる手前に新潟側

が開けて見ることが出来ました。笹原では道端にリンド

ウが満開でトリカブトと紫色を競っていました。長旅の

後にもかかわらず一緒に登って下さったメンバーと

久々にご一緒した。 古畑パパにより楽しい山行が出来

たことに感謝です 。  

森田（高）…北岳から 1 日しか休んでないが、疲れがないので参加。日本海を見ることができ、天気も良

く、楽しい山行でした。  



古畑文子…３連休の中日で駐車場は満車、路上駐車し登山口に向かった。私にとって雨飾山は 37 年前労山

入会のきっかけになった思い出深い山で楽しみでした。ちょうどリンドウの花が見頃で、あれほど沢山の

リンドウを見たのは初めてで感動しました。    

菅沢…久しぶりの雨飾山。三連休の中日、こんなに車がいっぱい。昔は、こんなに混んでいなかった。登

山道も荒れたような気がするのは、私だけかな。ほぼ登り、それも急な。昔、登った時より、かなり手ご

わくなっていました。秋のリンドウ、トリカブトの青さが際立っていました。     

槍ヶ岳  北鎌尾根           

123 9.14～16 横田竜三 

9/14（土） 4:00 大町駅→4:45

最終駐車場→6:30湯俣→9:40千

天出合→10:00出発

→14:00P2→15:30 泊（P2 から 1

時間半ほど上がったビバーク

地） 

 三連休を利用して北鎌尾根

に行ってきた。以前、小山さん

と残雪期に間違えて牛首尾根

に登ってからもう 10年以上か。

今回は単独で、この情報過多の

時代に前もって何も入れずに

いにしえの登山道を登った。 

9 月になってか（他の月の水量は知らないが）

湯俣からの水量は少なく、股下以下のところを

渡渉すること 12 回。私みたいなことを考える方

がいるようで足跡がある。渡渉の時に対岸に見

える（測量に使う）ピンクテープが鬱陶しい。

合っているのか、わからなくなる。4 回ほど見た。

今回は迷うことなく、千天出合に到着する前の

最後の渡渉で無残に滑ってしまった。腹まで濡

れた。日が差してきたので、服を絞り乾かす。

なかなか乾かないので諦めて体温で乾かすこと

にした。 

 上の地図の通り、出合から天上沢を少し遡上するが、事前の情報なしのため P1 へと登って行く。とりあ

えず尾根を行けばいいという大雑把なことしか頭になく、自分の背丈以上の笹・木を分けて進んでいく。

日が当たらず北向きの斜面で汗をかかなかったため、水分をあまり必要としなかった。「これ絶対ルート

間違ってるわ」と思いつつ進むと、ちょうど P2 に出た。広めの尾根でテントが 5 張りくらいできる所。木

の根の穴にいつのものか水筒とペットボトル、水タンクが置いてある？捨ててある？ペットの日付を見る

と 2002 年とある。P2 到着 14:00 ここで泊まるか？と思ったが、一応北鎌沢が今日の宿泊地であるため前に

進む。15:30 に適当なビバーク地を見つけたので宿泊。ツェルトのため、うまくポールを張れず真ん中が凹

んでしまった。風はなく、月も出ており、樹林帯のためあまり星はみえなかった。疲労のため 18:00 には寝

た。 

湯俣の吊橋にある標識 

赤線が通ったルート(適当) 

 



 9/15（日） 3:00 起床→5:00出発→9：40 北鎌沢コル→12:00独標→16:00 北鎌平→17:00槍ヶ岳頂上→17:30

肩の小屋→18:40殺生ヒュッテ（泊） 

 今日は道中が長くなるので少しでも早く出発したかった。いにしえの登山道は踏み跡はなく、ハイマツ・

笹に隠れているため、両手で平泳ぎをするようにヤブを掻き分けるこの行為を何回も繰り返して、またヤ

ブを掴んで登っていく。ちょっとしたピークからは東鎌、西鎌、硫黄岳の稜線が見えて、向こうのように

森林限界の稜線を歩きたいと何度思ったことか。この行為は北鎌沢のコルまで続く。登り出して 4:40 つい

にコルに到着。えらいしんどかった。「あと 6 時間も歩くのか」と愚痴を言いつつ・・・。その時県警ヘ

リが飛んでいてこっちに回ってきたので敬礼をしておいた。以前世話になったし、ついでに乗せて行って

くれないだろうかと思うほど疲労していた。 

コルから先は一般道のように〇がつけてないが踏み跡がしっかりあり、迷うことは 3 回位あったが、し

んどいので巻ける所は全て巻いた。デシマルグレードの

5.7 以上の所は基本的になく、時間がかかるのでとにか

く早く行くことを優先した。ハイステップは多用するし、

クライムダウンも結構使うため、腿・ふくらはぎが疲労

する。そうこうすると、北鎌平に出る 17:45 に到着。こ

の時もうすでにテントを張ってる人たちがいて「あと 1

時間程度で頂上につくのに」と思うが、水が全くないの

で頂上に行かざるを得ない。 

頂上に近づくと雰囲気に少し圧倒される。ちょうど登

り口に「Berg Heil 穂先はもうすぐ頑張れ」の碑。懐か

しい。登り始めると呆気なくチムニーへは先客がいて混んでるため、右側へ回って登っていくとちょうど

祠の裏へ出た。写真の順番待ちだそうで、セッカチ発動して降りるが、ここも渋滞。30 分しっかり掛かっ

て肩の小屋へ。飲み物はビール以外すべて売り切れでビールを飲むが、嫌いなアサヒスーパードライ。こ

こから殺生ヒュッテまでの下りがとても大変で体力の限界で体を引きずるように 40 分掛けてテン場に到着。

ツェルトを張れず、飯も作れず、スポーツドリンクだけで就寝。月がきれいで明るいため、何度も目を覚

ます。 

 9/16（月） 

1:30 起床→3:30出発→6:45 ババ平→7:05槍沢ロッジ→7:50横尾→8:40徳沢→9:30 明神→10:30上高地 

 何度も目を覚まし、近くの人が咳をして止まらないので気になって起きた。降りるのが凄く億劫で、昨

日の様に時間が掛かってはと心配したので早めに出発。暗いうちはペンキが頼り。この登山道初めてだわ。

何箇所か分かれ道があるが、明瞭で迷うことなくババ平へ。ここから斜度が緩やかになり、早く歩けるが

長い。横尾からは 1 時間毎に明確な休憩所があるのでわかりやすい。上高地に着くとなんかすごい安堵感

があった。 

BT の 2 階で食べたそばとビールは格別にうまかった。もう歩かなくていいという安堵感。あーしんどか

った。 

肩の小屋から見た殺生テン場と雲海と呆気なくチムニーへ先客がいて混んでるため、右側へ回って登っ

ていくとちょうど祠の裏へ出た。写真の順番待ちだそうで、セッカチ発動して降りるが、ここも渋滞。30

分しっかり掛かって肩の小屋へ。飲み物はビール以外すべて売り切れでビールを飲むが、嫌いなアサヒス

ーパードライ。ここから殺生ヒュッテまでの下りがとても大変で体力の限界で体を引きずるように 40 分掛

けてテン場に到着。ツェルトを張れず、飯も作れず、スポーツドリンクだけで就寝。月がきれいで明るい

ため、何度も目を覚ます。 

肩の小屋から見た殺生テン場と雲海 



9/16（月）1:30 起床→3:30 出発→6:45 ババ平→7:05 槍沢ロッジ→7:50 横尾→8:40 徳沢→9:30 明神→10:30

上高地 

 何度も目を覚まし、近くの人が咳をして止まらないので気になり、起きた。降りるのが凄く億劫で、昨

日の様に時間が掛かってはと心配したので早めに出発。暗いうちはペンキが頼りです。この登山道初めて

だわ。何箇所か分かれ道があるが、明確で迷うことなくババ平へ。ここから斜度が緩やかになり、早く歩

けるが長い。横尾からは 1 時間毎に明確な休憩所があるのでわかりやすい。上高地に着くとなんかすごい

安堵感があった。BTの 2階で食べたそばとビールは格別にうまかった。もう歩かなくていいという安堵感。

あーしんどかった。 

・9/14.15 ともヘリが飛んでおり、遭難があった模様。 

・クライミングの技術的には易しいが、荷を背負ってのクライミングは徐々に堪える。特に足場がある所

に足を上げるため、ハイステップを多用する、これが腿とふくらはぎの筋肉をかなり使う。 

・10 年以上使っている道具は事前に点検するようにする。プラティパスが口元の接着部分が離れかけてお

り、ザックの中で水漏れになっていた。 

・北鎌平でうまいツェルトの張り方を見たので応用してみる。 

・尾形さんには朝早くから送迎していただき、ありがとうございました。大変助かりました。 

 

奥秩父山系金峰山（2599M）・北奥千丈岳（2601M）・国師ヶ岳（2591.8M） 

9月 15～16日 鶴川 栄・栄子、尾形、津田、神津     山行報告 鶴川栄子 

 想定通り順調に大弛峠に着いた。予想はしていたが駐車場はすご

い車で満車状態。だが運良く登山口近くに停めることができた。

小屋にテンバ代 1人×800円（テントサイドで飲食をするだけでも

500円）を払い、テントを設営していざ出発！   

 金峰山まで歩行距離 4.2 キロ、行程時間 2h30。朝日岳より急登

を下るが、そこからは金峰山まで遠くに感じ、楽チンと歩き始め

たが意外と時間がかかる。山頂から五丈岩の巨岩が見渡せその周

辺には三方向からの登山者で大賑わい。 

巨岩の下で昼食を食べて帰路に着くが、帰りも予想に反し時間

がかかった。久しぶりのテント泊、車の近くで夕食と思いつき小

屋に 500円×2を返金してもらった。焼肉や最近定番の鯖缶入りの

うどん汁は好評だった。夜間、雨音で目が覚める。翌朝霧雨の中、

国師ヶ岳、北奥千丈岳に向かう。展望はなかったが予定の金峰山、

朝日岳、国師ヶ岳、北奥千丈岳の 4座を制覇した。 

各山行で、新たに参加希望の

方は鈴木まで連絡ください。 

9/17例会で確認された当面の山行等（個人山行を含む） 
①9/19～20 唐松・五竜：中村 

②9/20～9/22小川山（町田）：五十畑・岡田 

③9/22 御嶽山：仙波（山博） 

④9/22 唐松岳：有岡+3 

⑤9/28 南木曽岳：菅沢・北条・森田高・谷口・古畑文・尾形・鶴川栄子・宮島 8      

⑥9/28～29 明神主稜：岡田・五十畑・中村・鈴木・細田 

⑦10/3 岩トレ（盗人岩）：鈴木・五十畑・菅沢・森田高・古畑文                    

⑧10/5～6 北信越交流登山（富山）：鈴木・菅沢・勝野・森田高・鶴川栄子・宮島・谷口・尾形 8                 

⑨10/12～13奥又白池：鈴木・細田・中村・菅沢・五十畑・森田高・古畑文 7          

⑩10/16～17 八海山：鈴木・中村・菅沢・森田高・宮島 5 

⑪10/19～20 大弛峠～金峰山ほか： 

鈴木・勝野・森田高・谷口・尾形・五十畑・菅沢・仙波・細田・古畑文 10 

⑫10/27 風吹茸狩り山行： 

仙波・谷口・勝野・森田高・五十畑・尾形・菅沢・細田・横田・鈴木・古畑文・岡田 13 


