
 

 

 

 

 

 

 

 

大町の山小屋を大町の山岳会で支援しよう！ 

大町の山小屋を大町の山岳会で支援しようと始めた議論は２回の例会と１回の役員会、最後に臨

時総会を経てようやく３万円のお見舞い金を７グループの山小屋に手渡す事でまとまりました。

個人単位ではなく会として取り組めたことに感謝します。・・・会 長 

 

浅間・黒斑山（2404ｍ） 2020/5/31  

参加者 ツルちゃん・E I E I ・ 靖 子  

報 告…E I E I  

針ノ木山行に参加するには、事前に足慣らしが必要と思

い靖子さんが行ったことがないとのことで、黒斑山を計

画。標高 2000ｍまで車で行けるのが利点。駐車場は狭い方

のみで開放で他はロープでクローズ。12～3 台程で満車。 

ミツバオーレン、ツガザクラ、ミネザクラ、カタバミ、

ハクサンイチゲなど高山帯の花を楽しみながら登る。途中

のシェルター下は階段が設置してあるものの土が掘れて効果なし。却って踏み越えて登るのにひ

と一苦労。雪の縞模様がない浅間山はちょっと締まりがないけどね。でもいつ来ても黒斑山から

の眺めはお気に入り。蛇骨岳まで足を延ばすつもりでしたが、天候が

怪しくなり変更して下山する。中道コースはとても荒れていました。 

甲武信ケ岳（2475ｍ）2020/6/５～7  

参加者  L 秀さん・みよちくりん・順子 

6 月 5 日（金）晴 

  毛木平 8:25～千曲川源流 12:45～甲武信ケ岳 13:50～小屋 14:30 

   6 日（土）晴 

 小屋 6:27～頂上経由～三宝山 7:24～十文字小屋 11:30 夜半強い雨 

   7 日（日）晴れ 小屋 6:45～毛木平駐車場 8:45 

 

報 告…順子   シャクナゲ目的で登る。コロナの影響で遅めの

到着でも車は２０台ほど。登山道は倒木があるものの、よく整備さ

れている。千曲川源流では、何組かの登山者と会う。小屋も宿泊者
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が少ない。1 人おきに布団が敷いてある。10 名程度の宿泊者か。テントも数張あった。十文字小屋は、そ

の日の宿泊者は 4 名。宿泊者の氏名、住所、電話番号を届け出。マスクはするもののそれ以外は、アルコ

ールが置いてあるのみ。 

日曜日の下山途中、数組のソロやグループに会う。群馬、長野、熊谷などのナンバーも見られた。白岩

から下のアズマシャクナゲが咲き始めて、十文字小屋のまわりは満開。白岩から上は白山シャクナゲで、

まだつぼみが固い。駐車場の近くの林に紅花イチヤクソウが群生して咲き始めていた。 

コロナの影響で登山者も少ない。小屋では、マスク使用アルコールも置いてある。白岩から上の白山シャク

ナゲは、まだつぼみが固い。白岩から下は、咲き始め、十文字小屋の周りは、満開。よく整備された登山道

をゆっくり楽しんで歩けた。 

 

感 想・・・かめの歩みで山を味わう    みよちくりん 

 「ゆっくり歩いて、小屋で飲んで、花を愛でる・・・。いい山行

だなあ」と、薪ストーブの前で、小屋主の徳さんがつぶやくよう

に言った。70 才を過ぎれば、日頃の筋トレや体力維持には関係な

く、明らかに基礎体力は落ちる。少なくとも私の場合はそれを実

感している。そのため、最近のペースは標準コースタイム×１．5 倍

である。「時間と小屋がいのちを守る」を合言葉に、決して無理を

しない。山を丸ごと味わうため、一歩一歩踏みしめて歩く。 

 コースの途中に千曲川信濃川源流の地がある。ほどよい汗をか

いた身に染みわたる清水は、これまで各地の名水を飲んできた中

で、最高に美味しかった！ 

 山小屋に早めに着いた時の安堵感と解放感の中で、コロナなど

忘れてしまうような清涼な空気を胸いっぱいに吸い込んで、いざ、

飲み会開始。登山客が少ないので、余裕のフｲジカル・デｲスタン

スで外のテーブルを占拠。 

 二日目、甲武信ヶ岳からの下りは、ガイドブックには危険だの急傾斜のクサリだのと不安に思うような

表記があったが、実際にはどこの山にもあるようなもので、危険と思うかスリルと思うかは、行ってみない

と判らないとつくづく思う。ただ、かなり大きなアップダウンが度々あって、下りにしては予想外に脚がく

たびれた。多量の雨に洗われるためか、樹木の根が地表を網の目のように覆っていて、靴の置き所に気を取

られた。倒木も多く、長寿を全うしたような巨大な木が道をふさいでいる時は、「長い年月、お疲れさん」

と心の中で声をかけながら、ヨッコラショと乗り越え、その足元に小さな花を見つけて心が和む。有名なシ

ャクナゲの花が目に付くようになると今夜の宿、十文字

小屋も近い。小屋まではシャクナゲを見に来る人も多い

ようで、ちょうど見ごろであった。私にとって長年の小

さな夢であった、自生する黄色のスミレ（キバナノコマツ

メかも）と小屋の前で出会ったのも嬉しかった。小屋主

夫婦とゆっくり話すことができたこと、同宿の威勢のい

い女性との出会い、短いけれど山旅と言うにふさわしい

山行が出来たことを幸せに思っている。  

 

針ノ木雪渓、蓮華岳 2020/6/7 



参加者 しんじ・白馬の山人・じゅんちゃ・五十畑・いくババ・文子・さとこ・eiei           

 

 五十畑…登山自粛で運動不足が懸念されましたが、好天

に恵まれて、雪渓の状態も歩きやすくて峠までアイゼンな

しで登れました。春 4 月頃の降雪であまり汚れていなかっ

たのも良かった。峠で昼食後、空身で蓮華岳を往復しまし

たが、頂上ではガスが出て全く視界なく残念でした。久し

ぶりのハードな山行で身体を慣らして、いよいよ夏山シー

ズンです。さてこれからどこに行こうか思案中です。 

行動時間１０時間０８分、行動距離 12.2km   

消費カロリー3,823kcal、標高差 1,479m 
 

じゅんちゃ…二年振りに針ノ木雪渓を歩いた。未曾有の新型コロ

ナウイルスで静かな扇沢ターミナル。 

晴天に恵まれ新緑の登山道を歩くと、心がワクワクする。何度も

登っている針ノ木雪渓を後何回楽しめるだろう。一年勝りに体力

の衰えを感じる今日この頃である。 

文 子…体力維持のために、こっそり里山には登っていました

が、本格的な登山は久しぶりでした。好天に恵まれ初夏の山並み

がきれいでした。楽しみにしていたシラネアオイも見られました

し、サンカヨウの群生は見事でした。10時間の行程で足がヨレヨ

レになり、体力の衰えを痛感しました。     

さとこ…自粛解禁後の久しぶりの山だったので、急勾配の長い長

い雪渓歩きに体がついて行かず筋肉痛になりました。天気に恵ま

れ汗だく、新緑と雪と青空を満喫でき、山の魅力を再確認しまし

た。 

EIEI…久しぶりの雪渓歩き。先頭を歩きキックステップ歩行で疲

れ、峠は見えているのに中々着かず、何度も立ち休み。蓮華岳は

断念。年齢を感じる。しかしながら、この雄大な景色は何回見ても

素晴らしい！！    

いくババ…今回の山行は久しぶりの 2,000ｍ越えで、準備不十分

を痛感しました。携帯不所持、登山靴張り替え後の点検不足。体

力も回復不足で、峠まででリタイヤ。今回の事をこれからの登山

に生かしていきたいです。 

白馬の山人･･･２月の四阿山以来の山行。峠まで行ければよしと

思っていたが、急斜面からスピードがあがらない。ここ２～３年

の急激な体力低下。加齢には勝てないか。 

 

中西山 2020.6/18  

参加者 じゅんちゃ、EIEI ＋１ 



報告…じゅんちゃ・・・長野県旧鬼無里村（長野市）にある中西山（１７４０．８ｍ）に登る。駐車

場に車を停め林道を奥裾花登山口に向かう。水芭蕉の時季は既に終わっており静かである。

樹林帯をひたすら登り堂津岳への分岐である尾根に到着。尾根で根曲竹を採りながら中西

山に向かう。途中でウスヒラタケも採り頂上で根曲竹とともに鍋に入れ美味しく頂く。頂

上からは高妻山、乙妻山

等戸隠方面が眺望できた

が、北アルプス連山は雲

で見ることができなかっ

た。帰りは登って来た道

を戻る。登山口付近の池

の枝にはモリアオガエル

の卵がたくさんついてい

た。  

高妻山 2020．６/２０～21  

参加者 

 A 班（日帰り）五十畑・古畑（文）・細田・菅沢・中村 

 B 班（１泊２日） じゅんちゃ・條さん・EIEI 

 

山行報告（感想など） 

EIEI…乙妻山に行きたい希望あり、今回は避難小屋泊の別

働隊にして頂く。久しぶりのテント泊の荷物は重かった

が、２日前に中西山に登ったことが効を奏した。意外と疲れなく登れたが、

氷清水の水を背負っての２０分はきつかった。避難小屋は前情報とは打って

変わり、とてもきれい。用心のためテントを用意してきたが張らずに済み、

３人で貸し切りとなる。翌日、4：30 発で弥勒尾根の分岐に荷物をデポする

予定で歩きだすも、予定の分岐の看板が見つからず通過してしまい、七薬師

の急下降した時点でやはり上の六弥勒の所が分岐だったと判断。この時点で

荷物をデポする。九勢至の所では高妻山の本体がドーンと見えるはずである

が相変わらずガスの中。しかし、奇跡が起きる。まもなくしてガスがスーッ

と晴れ、高妻山本体が顔を出す。山頂に着き３６０度の大パノラマを堪能し、

乙妻山へ。その時じゅんちゃ L が條さんに告げる。歩行状態のバランスが悪

いし未踏ルートで責任が持てないのでここで待っていてほしいと。その決断

は正しかった。高妻山からの下降は急で足が届かない箇所もあり転落したら終わり。その先は点線ルート

ではあるが雪田歩きもあり、春の花々が咲き思いのほか快適ルートであった。乙妻山には最後の石祠があ

り、真正面に雨飾山の雄姿が望めた。ピストンで戻ると間もなく A 班が到着。皆で記念写真を撮り、B 班は

先に下山。300ｍの急下降を慎重に下る。デポした荷物を背負い弥勒尾根に向かう。分岐の看板は登りでは

気付かない位小さく表示されていた。見落とすのも無理はないと思った。ここも急下降であった。語りつく

せないドラマがあったが、牧場に無事山できてホッとした。 

ヒヤリハット 水不足で下山用に確保を怠っていた。ここに登るには事前のトレーニングが必要。 



高妻山感想文・・・順子 

参加者  五十さん、郁子、文子、聡子、順子 

行程  6 月 20 日（土）  

戸隠キャンプ場 15:00 テント設営夕食 泊 

  6 月 21 日（日）5:00 キャンプ場出発～高妻山 10:30

～キャンプ場 15:00 

五十畑 茂・・・数日前に雨が続いて少し心配でした

が、土曜日から晴れて幸いでした。高妻山頂上ではガス

がかかり眺望はありませんでしたが、途中のルートで

北アルプスの雪山も見えて爽やかな空気を楽しむこと

ができました。軽い荷物で長いルートですが、ほぼ計画

の時間通りに登ることができたのは、このような経験

が今後の計画に大いに参考となるでしょう。 

梅雨の晴れ間。前から行きたかった高妻山。一不動か

ら五地蔵山～九勢至までは、アップダウンはあるもの

の比較的歩きやすい尾根道が続く。１から順に名前が

ついているのも楽しみ。山頂直下は、急な登りが続きき

つかった。下りの弥勒尾根は、木の根が下向きに張り出

して滑るので、気が抜けない。本当に天気でよかった。

雨だったらどうなっていたか。 

満開のﾂ ﾊ ﾞ ﾒ ｵ ﾓ ﾄ、ｷ ﾊ ﾞ ﾅ ｱ ﾂ ﾓ ﾘ ｿ ｳ、ｼ ﾗ ﾈ ｱ ｵ ｲ、ｷ ﾞ

ﾝ ﾘ ｮ ｳ ｿ ｳなどに癒されて、無事登頂、下山出来て同行者に感謝で

す。                                          

さとこ・・・一昨年、会山行の戸隠山から眺めた時から登ってみ

たかった高妻山、今回登ることが出来て大満足です。山頂直下は

よじ登るような急登、下山に使った弥勒尾根は粘土質の急坂、コ

ロナ自粛で運動不足の体に堪えました。登山道の脇に咲いている

お花と時折吹き抜ける爽やかな風に癒やされました。 

文 子・・・大洞沢から一不動までのコースは 2 年前、戸隠山の

帰りに下りたコースで滑滝、帯岩が嫌だった記憶がありましたが、上りなので難なく登れました。一不動か

らの稜線には季節の花々が咲き、疲れを癒してくれました。特に初めて見たキバナノアツモリソウには感

動しました。九勢至からは長い岩場の急登で浮き石も多く、すれ違いも大変でした。大岩が重なる十阿弥陀

を超え山頂で B 班と合流しました。あいにくガスで眺望はありませんでしたが、大勢の登山者で賑わって

いました。九勢至までは下りも気が抜けず浮き石に注意しながら慎重に下りました。弥勒尾根は、ほぼ急坂

の下りで粘土質の土が滑り 2 回転びました。4 時間の下りでヘトへトでした。きびしい山行でしたが頼れる

リーダーとメンバーのおかげで登る事ができました、感謝です。 

いくババ・・・昨年チャレンジ出来なかった高妻山に登れて、凄く嬉しかったです。 

体力的にやや不安が有りましたが、前泊早朝出発で、余裕を持って登れました。 

アップダウンも急登の辛さも、区切りごと現われる道標と足元の花々と適度な会話に助けられました。特

に初めて見た黄花の敦盛草は感激でした。花に逢いに登りたい。次も頑張れる気持ちになりました。 



西丹沢マスキ嵐沢  2020.6.24  五十畑  

メンバー（町田グラウス３名） 

大滝橋 8:20…大滝峠林道…大滝沢…9:30 マスキ嵐沢出会…マスキ嵐沢

…12:30 権現山 13:00…南尾根…14:00 大滝沢…14:30 大滝橋 

今年初めての沢登りを東京に行ったついでに西丹沢のマスキ嵐沢に

行ってきました。初めてですが、やさしく水が綺麗でヒルのいない西丹

沢は静かで楽しくお好みの沢です。今回７０代４名の準高齢者で平日に

新緑の静かな山行ができました。部分的にはロープが欲しくなる滝をお

助けロープを出しながらのシャワークライミングで初夏にはうってつ

けで気持ちいい。10m から 15m の滝もよく見れば足場があってフリーで

登ることができる。やがて２時間ほどで沢も涸れてきて、右の尾根に逃

げて権現山(1138m)に到着。休憩後南側の急傾斜の尾根を微かな踏み跡

を辿ると大滝沢に１時間ほどで下ることができた。帰りに中川温泉でゆ

っくりする。 

 

 

 

７月に入ったけ

ど、夏山はどこに

行きますか？計画

たてている？ 


