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山 行 報 告 
北八ヶ岳  白駒池～ニュウ～天狗岳周遊     

2020/8/2   参加者 つるちゃん・EIEI・靖子 

感想…靖子 

八ヶ岳に登りたくて鶴川さんにお願いし八ヶ岳らしいとこ

ろと選んで頂き、200 名山の天狗岳を目指すことになりまし

た。 

松川道の駅を 5時 30分に出発し白駒池駐車場では数台分の

空きを残して車がいっぱいでした。白駒池入口から一歩踏み

入れると緑色に輝く苔が一面にあり、もののけ姫に出てきそ

うな神秘的な世界が広がっていました。ニュウは木の根が多

く山頂まで少し急な登りで技ぶりの世界を楽しみながら山頂

に着くと、天狗岳、硫黄岳を眺めることができました。 

中山峠から望む天狗岳を写真に収め、シャクナゲの木が多

く満開の時は綺麗だろうなと思いました。天狗岳は直前から

急登、足のはこびを教えてもらい、やっとの思いで東天狗岳の

登頂でき思わず、ばんざーい！！です。黒百合ヒュッテを周

り、岩場続き、木道もあるので転ばないように気をつけて下山

しました。疲れたけど楽しい一日でした。 

感想…ツルちゃん 

原生林と苔と綺麗な池を周る北からの天狗岳コースに 15 年ぶりに行ってきました。前半の白駒池～ニ

ュウ～中山峠までは歩きやすいけれど、中山峠～東天狗岳への岩稜の急登、そして下山ルートの黒百合ヒ

ュッテ～中山展望台～高見石～白駒池までは岩ゴロゴロの道で足に負担が掛りました。長かったけど無事

に駐車場に着きホッとしました。その直前から雨が降り出してい

ましたがカッパを着ることなく、すぐに車に乗り帰途につく。茅

野市へ向かう頃には大雨になっていた。 
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報告…五十畑                                       

長い梅雨もようやく終わり、やっと夏山の季節が来て今年も例年の剱

岳の山行を計画しました。今年はコロナの影響もあって真砂沢ロッジ

の営業が心配されましたが、営業再開との情報で 8 月 2 日から 4 日ま

で３人各々のテントで八ツ峰Ⅵ峰Ｄフェース（富山大ルート）を目的

にしました。 

出発直前に黒四ダム直下の橋が流されてハシゴ段乗越ルートが通行

不能となり、やむを得ず高い料金を払って室堂経由で真砂沢に行くこ

とになりました。 

８月２日（日） 

扇沢駅朝 7:30 の始発バスで出発。今年はコロナの影響で団体がいな

いので意外とすんなり乗り継ぎできて９時に室堂に着くことができ

た。雷鳥沢キャンプ場まで約４５分、テントはまだ少ない。ここから劔

御前まで２時間の登りが重荷と暑さでこたえる。１２時に劔御前に着

いて剱岳が見えるが、今日は頂上は雲がかかっている。劔沢キャンプ

場を過ぎてさらに下り、いよいよ劔沢へ。ここでアイゼンを装着する。

すでに雪面は柔らかいのでアイゼンがなくても歩けそうだが、行程は

長いので念のため着ける。 

途中平蔵谷を過ぎ、長次郎谷の出合で真砂沢ロッジへはアイゼンを

外して巻道をいく。巻道は部分的に崩れていて歩きにくいところもあ

るが、１５時に真砂沢に到着。今回は３人で３張のテントとする。さっ

そくビールを飲んで早い夕食の準備。 

８月３日（月） 

朝３時に起きて４時半出発。登攀用具をサブザックに詰めヘッドラ

ンプを付けて出発する。まだ薄明るい感じだが雨はなさそう。

巻道で少し迷ったりしたが長次郎谷出合でアイゼンを付けて

いよいよ雪渓の登り。カメラを置き忘れて取りに戻るなど集

中力が欠けている。出合で雪渓が崩壊しているため左岸側を

巻いていく。だんだん傾斜が急になり息が切れる。 

ここで突然左のアイゼンが外れる、どうも靴のコバが劣化

して係りが甘くなっているようだ。きつめに調整してだまし

だまし使うしかない。約２時間の登りで五六のコルに登りＤ

フェースの取付きにもろいガレ場を上がり、大谷さんが偵察
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に行くが、雪渓のベルクシュルンドが崩壊していて取付きに近づけない。時間も過ぎているのでＡフェー

スへルートを変更する。中大ルートの取付きに８時。大谷さんリードで、岡田さん、私が続く。岩の状態も

良く、Ⅳ級程度の凹角を快適に登る。さすがに高度感がすごい。さらに右のフェースを登ってから３ピッチ

約１５０m ほど登るとＡフェースのピークに到達して完了。途中ガスがかかっていたが晴れ間が見えてき

た。ここから２回の懸垂下降で五六のコルに下って小休止と昼食。一番幸福な時間を味わう。ほとんど登山

者がいなくて貸切状態となっている、例年だと順番待ちにもなるところ。あとは長次郎谷を注意しながら

ひたすら下山する。真砂沢のテン場に１４時５０分に帰着して、ビールで乾杯。今日はよく眠れる。 

８月４日（火） 

一日かけて室堂まで戻る。６時４０分にテントをたたんで出発、ひたすらゆっくり雪渓を登る。今日も登

山者が少ない。劔沢では直射日光がなかったのでまだ良かった。劔沢キャンプ場まで来て振り返ると壮大

な剱岳が青空をバックに見え、よくきたもんだと我ながら大満足。これから劔御前まで登り、雷鳥尾根を一

気に下る。途中、雷鳥の親と５羽の子供が迎えてくれて登山者

は大喜び。雷鳥沢キャンプ場について一休み。ここからは石階

段が室堂まで続くので、これが一番きつい。ヨレヨレになりな

がらやっと１４時半に

室堂ターミナルに着い

てバスに乗ることがで

きた。今回は目的のＤフ

ェースには行けなかっ

たが、Ａフェースに登ル

ことができ、雨にも会わ

ずに満足の山行でした。

あと何回行けるかなあ。 

 

白馬大池〜小蓮華山 8/4 日～8/5 聡子 

コースタイム 

1 日目 自宅出発(5:10)〜第二無料駐車場(6:10)〜ゴ

ンドラ始発(7:00)〜栂池自然園出発(8:00)〜乗鞍岳

(10:20)〜白馬大池(11:00) テント泊 

2 日目 出発(5:30)〜小蓮華山(7:00-7:50)〜白馬大池

(8:45-9:45 テント撤収)〜乗鞍岳(10:10)〜栂池自然

園(11:40-12:20)〜ロープウェイ〜駐車場(13:00) 
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山行報告…聡子 

  白馬の山人さんと秀さんに教えて貰った無料駐車場(栂池に車で行った事がなかったのでこういう情報

はありがたいです)に車を停めてゴンドラ乗り場へ。切符売り場の近くの登山相談所に登山届を出したが、

ただ受け取るだけでなく装備品や行程など細かくチェックしてアドバイスされていた。結構厳しいアドバ

イスを受けている方も・・。ゴンドラの切符売り場では住所、氏名、体調を書き込む乗車同意書の提出が必

要だった。 

 始発のゴンドラ&ロープウェイに乗れたので予定より 30 分ほど早く歩き始める。久しぶりの高山の雰囲

気にわくわく。天狗原と乗鞍岳の間は大きな石がゴロゴロしていて歩き辛い。乗鞍岳の稜線に乗る手前に

30m 程の雪渓があったがステップがしっかりしていて問題なし。稜線に出ると久しぶりに見る青空と迫って

くるガス・・青空と白馬大池が見たかったので急ぎ足で白馬大池へ。 

  白馬大池山荘のテント場は予約制で、この日は 20 張だった。最大 20 張？ おかげで広々使えて快適。予

約制だと天気に合わせて日程変更ができないが、テント場が空いているかどうかと心配しながら歩かなく

て良いので一長一短です。接触を減らすために小屋で申し込み記入するのではなく、事前に宿帳をプリン

トアウトし記入してくる様に指示があった。水は無料で消毒臭もあまりしなかったので良かった。 

お昼前にはテントを張ってのんびり。夜は肌寒く防寒着を薄手のフリースしか持っていっていなかった

のでカイロと湯たんぽで乗り切る。 

 早く目が覚めたので二日目も予定より 30分早く出発。天気が良く、去年歩いた雪倉岳が見られて嬉しい。

船越ノ頭からの小蓮華山、小蓮華山から白馬岳に続く稜線が素晴らしかった。今年はコロナや長雨の影響

で思うように山に登れなかったので、また山歩きをして景色を眺められることに感謝です。コロナの感染

者が増えて来ていたので行って良いのか悩みましたが行って良かった。 

  小蓮華山から下山を始めた８時過ぎにはガスがかかってきた。白馬大池に戻りテントを撤収して下山開

始。車で一人だったので、コロナ感染防止でお風呂に入らず帰路についた。すれ違いの挨拶はほとんどの人

が少し離れて今まで通り挨拶していた。山頂で見知らぬ人に写真を撮って欲しいと頼まれたらどうしたら

良いか悩みます。(今回私は頼まれなかったが、周りでお願いされて撮っている人がいた)  

 

剣岳周辺 2020/ 8/ 5～11（ 6 泊 7 日）参加者    秀次郎＋１ 

ルート  立山町から室堂経由真砂沢ロッジ往復 

コースタイム 

8 月 5 日 夕方富山で合流 立山駅駐車場にてテント泊  

  6 日 ケーブルカー7 時 40 分発 室堂 12 時 真砂沢ロッジ 15 時 30 分 小屋泊 
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  7 日 昨夜から一日中雨風強く停滞 

  8 日 朝、雨がやむのを待って 7 時スタート 剣山荘 10 時 40 分着 小屋泊 

  9 日 雨風強く行動できず停滞 

  10 日 ガスの中ヘッドランプを装着して山頂へ 山頂着 7 時 30 分 8 時下山 剣山荘着 10 時 30 分 

    11 時発 御前小屋着 12時30分 室堂 15時30分着 15時40分発 立山駅着 17時10分 富山泊 

 11 日 朝食後解散   

山行報告（感想など） 

 剣沢の雪渓は平年より雪解けが一か月早く夏道と雪渓上を交互に歩かざるを得ませんでした。 

ロッジは小さいがシャワールームがあり、コロナ対策で畳 2枚を仕切って一人部屋で作ってありました。 

定員 8 名のところ 2 泊とも我々二人でした。食事も美味しく応対がとても親切丁寧で何泊もしたいと思い

ました。剣山荘も間仕切りされて一人一室でしたが、真砂沢ロッジと違って応対は良くありませんでした。 

 

大町労山夏山合宿・・・餓鬼岳～燕岳～中房温泉 20208/10～12（２泊３日） 

参加者…しんじ・五十畑・横田・順子・文子・いくババ・聡子 

コースタイム 

8/10 白沢登山口発 5：50—水場 8:25—大凪山 10:10—餓鬼岳

小屋着 14:20（泊）  

8/11 餓鬼岳小屋発 6:00—東沢岳 9:50—東沢乗越 10:35—北

燕岳 13:25—燕岳 13:40—燕山荘着 14:10（泊） 

8/1２ 燕山荘発 7:00—合戦小屋 7:45—中房登山口着 11:00 

感想・・・文子 

1 日目…森高さんに送ってもらい白沢登山口へ。駐車場は満

車、道にも止めてある。覚悟はしていたが餓鬼の登りはキツ

かった。14：20 小屋に到着、ザックを置き山頂往復して 360

度の絶景を楽しみました。小屋は定員 10 名、私達 7 人でゆ

ったり、他の 3 人は別棟でした。小屋の方 2 人は常時マスク

をしていましたが、検温もなく、ゆるい感じ。しばしコロナ

を忘れそうでした。支援のお見舞い金のお礼にビールを頂き

ました。 

2 日目…裏銀ルートを眺めながら稜線を歩き出す。高瀬ダム

の上に架かった虹が、こちらに迫って来て時々小雨が降る。

展望は無し。岩場も多く、アップダウンの繰り返しでかなり

疲れた。足元が見えないササヤブをかき分け登った先はチン

グルマの群生地。北燕のコマクサの群生地は感動で、凄い！

としか言葉が出ませんでした。 
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3 日目…雨の中カッパを着て下山、合戦小屋に着く頃には雨は止んだ。スイカを食べ 5 分ほど下ると上がっ

て来た森高さんと会う。合流し一緒に下山。有明荘で入浴と食事。今回は森高さんの送迎のおかげで時間の

心配もなく、とても助かりました。疲れた体と財布にも優しい山行でした。感謝です。 

感想・・・順子 

家の裏に見える餓鬼岳、行ってみたいと参加しました。誰もが大

変という山。駐車場には、びっくりするくらいの台数の車、こんな

に人気の山なんですか？ 

大凪山までが本当に大変だった。下ってくるグループ、すれ違い

が難しい。良い場所でよかった。３０ｃｍくらいの道幅、すれ違い、

どちらか落ちる？そんな道幅が延々と続く。よくここに小屋があっ

たと思う。夕食はちらし寿司とおでん、ボリューム満点。頂上まで

は 5 分は本当でした。翌日もまたハード。笹は伸びているがそれな

りに道はある。岩を越え、梯子を渡り巻きながら下って下って、登って登って広いお花畑。ここで寝たー

い！永遠の眠りについてしまうかも。雨がパラパラ。やっと燕山荘。明日はゆっくり下山。森高さん送迎し

ていただきありがとうございました。仲間がいたこと、自分のペースを守れたこと。また１つ山をクリアす

ることができました。感謝です。 

 

聡子 

  前々から歩いてみたかった餓鬼岳と燕岳の間。笹藪やアップダウンが大変で想像していたよりずいぶん

ハードなコース。会山行で励まし合いながら行けて良かった。北燕手前に見事なお花畑があり頑張って歩

いたご褒美だと思った。今回行きも帰りも森高さんに送迎して頂き感謝です。 

横田 

山岳会に入って初めて夏合宿に参加した。コロナウイルスの関係で小屋泊であったが、山小屋の快適さ

には満足した。いつも夏はテントを担いでの山行が主であるので荷物が少なくて余裕であった。 

北燕岳のコマクサ群は圧巻で素晴らしかったです。若い頃のんびり山小屋泊も年取ったらできるといいな

と思っていたことが早々達成してしまったのが少し残

念。 

伸二 

「いやしくも岳都大町ですので小屋を閉める訳にはい

きません」山小屋支援に伺った時の女性オーナー（87

歳）からの一言で、久し振りの餓鬼岳小屋に行きたく

なった。2005 年の夏合宿以来でした。登山道も小屋も

忘れてしまったところが多々有りましたが人が少なく

て良いところでした。 

いくババ 

久しぶりの高山が登りのきつい餓鬼岳とあって、朝から気合が入ります。長梯子や急登で、「きつい」と思

っているのに、「ここはまだハイキング程度」と言われてしまいました。 

 所々にシラヒゲソウが咲いていて楽しめました。魚止メの滝から大凪山迄は久々に大変な急登で息が上

がりました。餓鬼小屋は我々含め 10 人の宿泊で、静かな山を楽しめました。眺望と夕焼けが素晴らしく、
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苦労して来た甲斐がありました。翌朝 6 時、富士山も見え快調に出発。剣ズリを巻き、岩稜帯を慎重に通過

して東沢岳を通過する頃、大きく虹がかかり感動しました。東沢乗越へ大きく下り登り返し、燕岳途中には

チングルマのお花畑を我々だけで堪能しました。途中二組しか会わず、静かな山域でした。燕岳の花々は素

晴らしく、コマクサの可憐さに見惚れました。山頂から小屋は人が多く、人気の高さを実感しました。山小

屋は快適で、親子連れもちらほらいました。翌朝雨天のため雨具で出発しましたが、合戦小屋以降は必要あ

りませんでした。定番のスイカをいただき下山しました。二つの山小屋ともそれぞれに良さがあり、夕食も

美味しかったです。きつい行程でしたがとても思い出深い山行でした。 

 

蝶ヶ岳（2677M） 2020/ 8/ 16   参加者… 秀さん・森高・聡子 

山行報告 聡子 

 朝 5 時 40 分頃三股駐車場に着くと満車、少し戻った路

肩に停め準備をする。駐車場には検温のために係員の方

が二人、朝早くから大変な仕事だ。まめうち平から先の

勾配がなだらかな所は豊かな森で、朝の日差しのなか歩

くのが楽しかった。登山道はよく整備されていて階段が

多い。 

山頂に着き記念写真を撮ってから小屋で休憩。少し雲

があったが槍穂高の眺めが素晴らしい。小屋の赤い屋根

と山並みが海外の風景のよう。小屋にはアイスクリーム

が乗ったフルーツポンチがあり迷わず注文。美味しかっ

た。小屋の外のテーブルでだいぶゆっくりしてしまい予

定より下山が遅くなった。テント泊の装備の人が多く、

今年は小屋よりテント場が混みそうだ。 

常念小屋、常念岳（2857M）2020/ 8/ 19 

参加者 秀さん・森高・尾形・根橋・文子  

コースタイム 

森田宅 5:00〜一ノ沢駐車場 5:40〜一ノ沢登山口 6:00〜

胸突き八丁 9:20〜最終水場 9:45〜常念小屋 10:45 

常念小屋 11:15〜常念岳頂上(2,857ｍ)12:50〜常念小屋 14:15 

常念小屋 14:40〜最終水場 15:15〜大滝ベンチ 17：05〜一ノ沢登山口 17:55 

感想・報告…いくババ 

好天に恵まれて最高の登山日和でした。最初常念小屋までの計画でしたが、

山頂に登れる人は登ろうと計画変更して、おがた、森高、文子・いくババ、細田

が山頂を目指し、秀さん、ねばしが常念小屋までとなりました。一ノ沢登山口

からは川風と花畑、水場の冷たい水に励まされての登りとなりました。 

常念小屋は風も穏やかで過ごしやすかったです。槍、穂高がくっきりと見え

ました。小屋から山頂までがやや時間がかかってしまいました。ほぼ半日歩い

ていた事になってしまいました。疲れたが充実した山行となりました。 



8 

 

ねばし 

一ノ沢登山口から朝の爽やかな樹林帯の中を気持ちよく進む。今日は快調に行けるかな？昨夜は良く寝

たから大丈夫と言い聞かせながら、いくつもの沢を渡って最終水場で冷たい水に救われたかと思いきやこ

こからが大変。しばらくすると一気に疲れが！！！   ふうふうしながら必死でリーダーの後についたが本当に

きつかった。やはり胸突き八丁だ。頑張った甲斐あり視界がパーッと開け眼前には小屋の赤い屋根の後ろ

に槍ヶ岳がくっきり。上天気の中、小屋前の広く開けた空間でゆっくり過ごせたことが最高の山行となっ

た。   

文子 

計画は常念小屋ピストンだったが、出発時にリーダーからリーダーとＮさんは小屋まで他 4 名は山頂ま

でと言われて慌てた。昨年体調不良で山頂手前で断念したＭさんが行くと言うので同行することにした。

登山道は良く整備され歩きやすい。沢沿いの道は気持ちが良い。汗をかいた顔を洗うと最高！トリカブト、

シモツケソウ、アキノキリンソウ、ダケブキなど、たくさん咲いていた。どの辺りだったか、下山者から子

熊目撃情報！！  一瞬緊張が走ったが、これだけ大声でしゃべっていれば大丈夫でしょう！とＯさん。おか

げで熊には会わずに小屋に着いた。食事をしていると、1 頭のサルが山頂方面から下りてきた。話しには聞

いていたが、実際に見るとは驚きだった。ＫリーダーとＮさんが上がって来て合流。私達 4 人は山頂へと

向かう。なかなかの急登でヘロヘロになる。山頂は頑張ったごほうびの大パノラマでした。予定外の山頂往

復で下山が 18 時と遅くなりましたが。ピークを踏んだ達成感

がありました。 

 

白馬岳（2932.3M）参加者 EIEI・じゅんちゃ＋5 

コースタイム 

8/22 松川道の駅 5：35 ➡ 栂池自然園登山口発 8：27 ➡ 白

馬大池発 12：35 ➡ 三国境発 16：05 ➡ 白馬山頂 17：10 白馬

山荘着 17：25 

8/23 山荘発 6：40 ➡ 山頂発 7：00 三国境 発 8：00 ➡ 白馬大

池発 11：00 ➡ 天狗原発 13：10 ➡ 栂池自然園登山口 14：15 

海外トレッキングメンバーと錬成登山と称して年何回か計

画登山をしている。登山日も早くから決めているので天候を予

測して登山を実施するかはリーダーとなれば判断が難しい。計

画書発送時、天候がと心配して下さる山行企画部からの忠告も

あったが、とにかく現場に行きダメだったら、潔く撤退の選択

で実行した。 

天気は予想に反してすがすがしい青空。しかしながら、メン

バーに体調不良者が・・・。白馬大池でこれ以上は無理、皆に

迷惑を掛けるからここで泊まると。この先まだ 4時間かかるし、

ここまでも計画よりは遅れている。同行しているじゅんちゃも

テント泊の荷物を預けて小屋泊に切り替える。登山口で今日午

後は雷は発生するかもと言われていた。そのため、ザックの一

番上に雨具を用意、そうなったらためらわずに引き返す覚悟で
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小屋を後にする。 

予想に反し雷の気配すらなく時折ガスは発生するものの長い稜線歩きを堪能する。三国境で 16：05、計

画よりは遅れている。（出発が３０分遅かったので、遅れは計画より 30 分）途中で小屋に TEL を入れ、遅

れることを伝える。小屋着は遅くなったが連絡しておいたので食事は我々のグループだけでとる。 

翌日も快晴であった。O さんが手配して下さったケーキセットをスカプラで頂く。雲上のレストランでこ

の上ない至福の時間を過ごす。再び山頂を踏み、もう来れないかもとそれぞれ我が身を写真に収める。ケー

キパワーで皆元気。雪倉、朝日のルート、鉱山道のルート、猿倉登山口の車が少ない。栂池自然園の全貌を

しっかりと目に焼き付る。白馬大池でリタイヤしたＹさんと合流。岩稜帯を慎重に下り、無事に登山口に到

着。 

ヒヤリハットや危険個所 

天候の判断や体調不良者が出た場合など判断力が問われた山行であった。確かに素晴らしい山でそ

れなりに充実した山行であったが内心ハラハラドキドキであった。 

また、このルートは何回か歩いているが年齢とともに足の運び、バランスが悪くなっているのを痛感

する。コース設定や歩行時間をメンバー、年齢に合わせてしっかりと立てなければいけない。 

 

裏銀雲の平～高天原   2020/8/18~24 参加者  順子＋１ 

行程 

  8･18 大町～折立車中泊 

  8.19  折立 1350ｍ～太郎平小屋 2330ｍ 

  8.20  太郎平小屋 2330m～薬師沢小屋 1920ｍ～雲の平 2600ｍ 

  8.21 雲の平ら 2600ｍ～高天原山荘 2285m 

  8.22 高天原山荘 2285m～雲の平 2600ｍ 

  8.23 雲の平 2600ｍ～薬師沢小屋 1920m～太郎平小屋 2330ｍ 

 8.24  太郎平小屋 2330ｍ～折立 1350ｍ～大町 

 

報告…順子 

裏銀を縦走したいと計画したが、鈴木さんのアドバ

イスもあり、２転３転してなんとかコンパクトかつ自

分たちの力量にあった計画になった。 

折立登山口は、クマが頻繁に出るというので、キャ

ンプ場もヒュッテも閉鎖している。事前の確認で、車

の窓は、必ず閉める、中ににおいのするものを置かな

い。ごみは、ジップロックに入れて保管することと指

示された。 

心配したトイレも３時くらいには、登山準備してい

る人もいて普通に行けた。折立から登るのは初めての

人が意外と多かった。太郎平小屋へ登山届を出し、雲

の平から高天原への下り、雲の平らから薬師沢までの

下りは、岩が滑りやすく、事故も起きているので、注
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意するように指導があった。 

天気は、晴れで、４，５日目に雷雨があったが、すでに小屋に入っていたので、雨に濡れることはなく、

雲の平らでは、ダブルの虹を見ることができた。高天原の温泉で疲れを癒やし、ついでにシャツも洗って干

した。半日ずつ歩いて小屋に着くという行程であったが、なかなか標高差がある歩きがいのある山行だっ

た。コースタイムだけを見て計画してしまったが、標高差、登山道の状況確認、電波状況が悪く連絡できな

いなど、どうすればいいのか、山では本当に大変だと痛感した。天候に恵まれ６日間体調もよく、無事、歩

くことができて本当によかったと思う。 

ヒヤリハット：  

ルート変更の決定：薬師沢から雲の平へ登る急登は、大きな石がゴロゴロしていて、苔ついていて下り

は、雨が降ったらかなり危険。天気の良いこの日も下っていくおじさんが「ここですべったらただじゃ

済まねえ」と言って慎重に下っていた。雲の平へ到着後、予報を確認すると雨曇り予報、どうするか、

高天原まで行ってから変更するか決定することに。小屋で確認すると大東新道は、沢がＡからＥまであ

り２０～３０ｍを上り下りする。Ｃ沢では、事故も起きているのでやめた方がいいと言われ、雲の平へ

戻ることにする。雲の平に早く着いたので、今日晴れているうちに薬師沢へ下山した方がいいのではな

いかとｍさんに相談するが、ｍさんは下りたくない雰囲気。天気予報を確認すると明日は晴れ曇り、安

心して泊まることに。4 時くらいに黒板に予報が書かれ、なんと雨曇りに変わっている。そのうちに祖

父岳の上に黒い雲が出て、しばらくすると雷雨になった。 

熱中症、雷回避は：日陰で休憩したが、炎天下の上り、山に黒い雲、しばらくすると雨になることは、 

わかったが、「ｍさん急いで」と言ったがいっぱい、いっぱい、で、雷に打たれるより先に私がだめに

なると言ってゆっくり登ってきた。幸い小屋まで 30 分くらいだったので、雨になる前に到着できた。

えぐられた登山道のため、何とか雷をよけれそうではあった。炎天下の上りは、もう少しゆっくり休憩

を多く取りながらの方が良かったか。 

 
参考：長野県警資料より 


