
 

  

    

 

 

 

 

山 行 報 告 

蝶ヶ岳 2020・9/29〜30  

参加者 いくババ＋１ 

9/29 自宅 7:30➡三股、林道ゲート 8:40→発 8:55 ➡

三股 → まめうち平 10:30→蝶ヶ岳頂上 13:00 →蝶ヶ

岳ヒュッテ 13:30 (宿泊) 

9/30 蝶ヶ岳ヒュッテ→7:00➡蝶槍 7:50➡ 蝶ヶ岳ヒ

ュッテ 8:45   9:00発➡まめうち 11:00➡三股 12:15➡

三股、林道ゲート 12:30着 

 

蝶ヶ岳でゆっくり過ごす事を目的として一泊する事にしました。登

山道はよく整備されていましたが、階段が多く、登りは足に負担がか

かりました。大滝山に行く予定でしたが、ゆっくり蝶槍だけ行って下

山しました。 

感想文 いくババ 

休みが取れたのでどこに行こうかと迷っていましたが、以前に登っ

た時の景色が忘れられず、宿泊して蝶ヶ岳に登ることにしました。前

日に電話をし、キャンセルが出たとのことで予約も取れ、娘とゆっく

りまったりの登山ができました。娘のペースで登ったら随分早く登れ

ましたが、最後に息が上がってしまいました。頂上は天気が良く無風

で、雄大な景色を眺めながらゆったりお茶会が出来ました。 

コロナの影響で満員と言えど人数は少なく、部屋は壁でしっかり仕

切ってありました。厚手の布団でしたが、夜中はかなり寒くしっかり

着込んで眠りました。翌朝朝日を拝み、朝食後、蝶槍に向かいました。

無風で、気持ち良く散歩をするように歩けました。ずーと雄大な景色

を眺められ、贅沢なひと時を過ごせました。登りに苦労した沢山の階

段が下山時には楽に降りられました。 

娘と二人の初めての宿泊登山でしたが、素晴らしい景色と共に良い

思い出となりました。 

県連秋の交流山行  10 月 3（土）４（日） 

13名参加（大町労山 8・まみくとい 4・佐久山の会１） 
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報告・・・白馬の山人 

３日曇り空の中、県連３つの会から 13 名が栂池ゴ

ンドラ第 2駐車場に集合。ゴンドラとロープウェー・

自然園の入園料を合わせて 3700 円を労山会員証割引

で購入の予定が、思わぬラッキーがあった。株主とい

う登山者らしき人が「奈良から来たが山も見えないの

で優待券を渡すので一部手数料をいただけないか」と。

つまり株主優待では 3700円が半額になるが 2500円で

どうかといわれ、こちらとしては、800 円程度安くな

るので受諾。 

例年ならこの紅葉の時期はツアー客であふれるが、

ハイカーの数はそれほどでもなかった。乗鞍方面に進

む人はほとんどいなかった。ナナカマドの色づきは芳

しくなく、ダケカンバの黄葉は少し早く１週間後が見

ごろという感じだった。楠川の石に座って昼食をとり、

展望湿原で白馬乗鞍から白馬三山、五竜・鹿島槍のパ

ノラマを堪能し、最も奥のやせ尾根を登って栂池が見

えるあたりはドウダンつつじが真っ赤に色づいて楽し

ませてくれた。13名そろってのんびりと自然園の秋を

満喫できた。 

下山後は、白馬村のグリーンスポーツの森キャンプ

場へ。オートキャンプ場ではないが車はテント場のか

なり近くまで入れるので、ファミリーやグループの大

型テントとソロテントも多かった。広大なキャンプ場

ではあるが、コロナ禍で 50 張の予約限定にしている

とのことだった。朝、先に行って予約しても（前日か

ら続くからか）30 番代後半だった。我々は 12 名（１

名日帰り）だが、さっそく 7張をセットし夕食の準備

とメンバーの一部は買い出し。そして来年の北信越交

流で焚火を囲める場所を下見。 

各会それぞれの夕食を楽しんだあと、焚き火を囲んで交流。山行ではバーナーで火を使うだけな

ので泊の沢登りでない限り焚き火することがないから、キャンプファイヤーのような大きな火で

はなくても、なにか原始の世界に戻るようで趣がある。大人数ではないからなおさらだ。コロナ禍

で山の歌は自粛した。 

4 日は八方尾根の黒菱リフトにできるだけ早く乗るため５時起きだ。栂池も黒菱もコロナでいち

いち体調などの書類を提出しなければならないため、予想外の時間がかかった。相談の結果、「来

年もコロナが続いて提出を求められるようなら、用紙を各県連・会に事前に送って記入しておいた

方がいいね」となった。八方ゴンドラを利用せず黒菱リフトを乗って登るのは安上がりのためだ。

口コミで年々増えてきて、同じ思いのハイカーが多くなり、500台置ける駐車場もかなりいっぱい

だった。 

２本のリフトを乗って八方池山荘へ。そこからは大町労山の 4名が唐松岳を目指し、8名が八方

池までゆっくり登った。あいにくの空模様で白馬三山は見ることができなかったが、前日の栂池と

違って、手に取るように見える山々とりわけ不帰の荒々しい峰々と目の前の八方池、その周辺の紅

岩肌を見せる秋の白馬岳 

白馬岳をバックに全員集合 

焚火を囲んでのひと時 



葉は山岳美とも言える納得のハイキングになった。唐

松組は雨が降れば途中撤退と言ってスタートし、多少

の雨と若干の冷え込みもあり一時的に雨具をかぶった

ようだが結果的には山頂を踏んだ。 

八方池組は下山後、大町運動公園にある人工岩場へ。

日曜日で比較的混んでいると予想したが、コロナの関

係なのか２グループで数人だけだった。トップロープ

で思い思いにチャレンジ。唐松組は４時半ころ到着し、

５時近くまで楽しんだ。 

来年の北信越本番は、土曜日午後、白馬グリーンス

ポーツの森に集合し、各会でテント設営。夕食後焚き

火を囲んで交流（雨の場合は建物内）し、翌日は①白

馬大池②栂池自然園③八方池④唐松岳⓹人工岩場の５

ルートを計画し、各県各会で選択していただく予定に

している。       

 

唐松岳グループの報告      

報告者・・・いくばば 

八方池山荘前 8:00〜八方ケルン 8:50〜唐松岳手前

鞍部 11:00〜唐松岳山頂 11:20(昼食)〜下山開始

11:40〜唐松岳頂上山荘 11:55〜丸山ケルン 12:55〜

八方池 13:55〜山頂駅 14:50〜黒菱平 

 

八方池山荘からのスタートは登りパノラマルート、

下り木道ルートを通り、八方池に寄って休憩をした。

Ｓさんが丸山ケルンで待っている事になったが、雨が

当たって来たので単独で下山し、八方池山荘前で合流

した。 

唐松岳目前で雨が降ってきたのでレインウェアを着

たが、すぐにやみ頂上では白馬岳方面も臨むことがで

きた。山頂付近は風が冷たく、冬の気配を感じた。岳

樺の紅葉はもう少しだったが草紅葉も含め十分楽しめ

た。日曜日とあって家族連れを含め多くの登山者がい

た。 

順子・・・来年の北信越交流山行の下見を兼ねて実施

された。例年この時期に北信越交流が行われるのかち

ょうど紅葉が始まり良い時期であった。 

1 日目 10時に集合し、栂池湿原を散策。5時からグリ

ーンスポーツの森でテント泊、交流会。翌日は、唐松

岳登山組と午前八方池登山・午後大町運動公園でのク

ライミング組に分かれ、それぞれ楽しんだ。栂池は、

紅葉を求めた観光客が多く、ゴンドラ、ケーブルカーの乗車や登山道のすれ違いに時間がかかっ

栂池ゴンドラから下山時に唐松岳から不帰

の剣 

天狗の大下りから不帰が池に映える 

八方池に近づくと山らしい秋の装い

 
 

岩肌を見せる秋の白馬岳 

真っ赤に輝く 

ドウダンツツジ 



た。グリーンスポーツの森は、駐車場からすぐ

のところにテントを張れるので、混んでいた。 

北信越交流では、テント泊の場所、山までの

移動時間等、よい位置にあると思う。下見した

コースも時間に合わせて選べてよい。テントを

張る場所により、車からの荷物移動が遠くな

る。トイレが男女用１、女子用１で少ない（管

理棟の中にもあるが）。交流会は、9 時すぎまで

になってしまったが、一般の方もいるので、夜

8 時くらいまでが迷惑がかからずいいのではないかなど課

題もあった。 

 

五十畑・・・来年の交流会の事前山行でしたがほぼ同じメ

ニューを試行したのでいいシミュレーションになりまし

た。課題としては、実際の参加者がどの程度の人数になる

のかによって、サポート要員をどのくらい準備しなければ

いけないのか。栂池自然園では休日は渋滞する可能性が高

い。人工岩場では自由登攀でいいか、参加者の技量がわか

らないので、各自の責任で任せるしかない。 

 

秀さん・・・来年の北信越の登山交流会の下見で、白馬村

のグリーンスポーツキャンプ場で大町、まみくとい、佐久

の３山岳会 13名参加で行われました。天気に恵まれ、夜遅

くまで焚火を囲み来年の主管団体としてどの様な受け入れ準備をしたらよいか等を話し合いまし

た。当日は栂池自然園催告まで 3時間余り散策しました。わずかに残った大雪渓の残雪も見てき

ました。翌日、八方池と唐松岳に分かれ登山を行い、八方池グループは一足先に下山。大町市運

動公園人口岩にて岩トレをしながら、対応について話し合いました。終わってみて感じたことは

コロナ禍の下での交流会だったので、参加者が少なかったのは仕方ないかもしれないが、来年は

北信越５県の仲間が一同に交流できる場なので、地元の仲間が多く参加できる工夫の必要性を感

じた。 

北横岳、白駒池 2020.10.15～16  

参加者 順子＋２ 

行程 1 日目 北横岳ﾛｰﾌﾟｳｴｲ～北横岳～縞枯山～

茶臼山～白駒池 青苔荘泊 

       2 日目 青苔荘～白駒池散策～麦草峠～雨

池～雨池峠～縞枯山荘～ﾛｰﾌﾟｳｴｲ下山 

 

報告＆感想・・・順子 

1 日目大町は雨が降っていなかった。豊科へ近づくにつれ雨が強くなってきたが、八ヶ岳が晴れ

予報だったため実施。 

ロープウエイまでの道は、２～３m 先が見えないほどの濃い霧が出ていた。山頂駅に降りると

八方池の前で 

最後は人工壁にチャレンジする文子さん 



わずかに霧雨。歩き出すうちに晴れ間が出てきた。北横岳につく頃には、晴れて時折八ヶ岳や近く

の蓼科山も見える。北横岳の南峰、北峰を回り、坪庭まで下山し、縞枯山、茶臼山を登るが、大き

な岩がゴロゴロしている登山道の上り下りに予定いていた時間が徐々に過ぎてゆく。急いでけが

をしてはいけないのでゆっくり進む。天気がよくなったせいで、なんとか 5 時になる前の明るい

内に到着することができた。登山道沿いには山小屋はあるが、この時期は日により休業日もある。

北横岳ヒュッテはこの日は休業していた。麦草ヒュッテ、縞枯山荘は営業していたが、翌日通過し

たときは休業していた。 

1 日目登山道が大変で時間がかかったこともあり、青苔荘で雨池を経由した方が道も悪くなく最

後の急な登りを除けば楽だと聞いたのでコースを変更した。前日の疲れもあったので変更したこ

とや雨予報が天気に変わったことも良い結果となった。山の紅葉はすでに終わり、白駒池に少し残

っていた。下りた後のふもとの紅葉がきれいだっ

た。北横岳への登山者は多く、縞枯山までツアー

らしきグループがいたが、茶臼では私たち以外に

男性 1 人に会っただけ、雨池方面は 5 人ほどと

少なかった。 

ヒヤリハット      登山道の確認が必要。大岩ゴ

ロゴロ、苔で思った以上に時間がかかり、秋は、日没

も早いので、注意が必要。 

 

風吹大池キノコ山行           

2020.10/18 
参加者  

伸二・秀さん・小山・白馬の山人・

尾形・じゅんちゃ・五十畑・広一・

ツルちゃん・森高・横田・いくバ

バ・文子・順子・靖子・EI（１６

人）                           

感 想 

広一・・・久しぶりのキノコ山行、

天気にも恵まれキノコ汁も美味

しく、初めて池を一周

出来て大満足でした。 

ツルちゃん・・・久しぶ

りに会員同士の交流が

できて楽しかった。何

回も来ているが風吹岳

に登ったことがなかっ

たので今回登れて良か

った！！大量のキノコ

も収穫出来て嬉しかったです。 

 



順 子・・・登山道は、だいぶ細くなっているところもある。

登り始めてなめこ、ぶなはりたけ・・・と大量なきのこに出会

う。今年はキノコが大量収穫。いつもキノコ山行は、参加者に

人気だ。 

男性シェフの味付けで出来上がったキノコ汁を美味しくい

ただき、初めて風吹岳、山頂を制覇。近いようで意外と時間が

かかった、急な上り坂、山頂には東屋があり、小さく風吹岳

1888m と書かれていた。きっと頂上だろう。 紅葉の中の楽し

い 1 日だった。   

いくババ・・・久しぶりの大所帯での山行で、とっても楽しか

ったです。昨年とはうって変わり好天に恵まれ、きのこも豊

作、会話も弾み、昨年行かれなかった大池周遊も出来ました。

天然なめこ入り汁がまた格別でした。秋と違った風景を見に

花の時期に訪れてみたいと思います。  

じゅんちゃ…久し振りの「きのこ山行」。今回はブナハリタケ

が繁茂しているブナの木を探し沢山採れたのが最高であっ

た。また風吹大池を回ったり風吹岳に登ったり何度も来ているのに初めての経験でした。 

ヒヤリハット 

下山時に登山口まであと 300Ⅿという地点で、Ｋさんが左足を折り曲げた形でしりもちを付いて

しまい、結果的にはくるぶし付近の骨折となった。滑るでもなく転倒するでもなく外的にはどうし

て？？と思う場所であった。下山時の歩行疲れが起因だろうか。何気ない所に落とし穴がある。 

我が山岳会も若い年代は少ない。明日は我が身と思い気を付けたいものです。 

高瀬ダム～湯俣噴湯丘 2020.10/21 

参加者  

尾形・五十畑・じゅんちゃ・白馬の山人・佳美・EIEI 

感想・・・佳美 

秋晴れの日、湯俣まで紅葉狩りに行ってき

ました。O さんの車で登山口まで連れて行っ

ていただきました。高瀬ダムも紅葉がキレイ

で湯俣までなかなか進まず笑笑。 

登山口から湯俣までの道はほぼ平坦でみん

なで歩きながらあっという間に到着しまし

た。途中、槍ヶ岳を見ることができ、意外と大

きく見えて驚きました。 

 湯俣温泉に到着し、ウェーダーを着た M さんは川を渡

渉し、噴湯丘の側まで行って来ました。川を触るとかな

り熱くてびっくり！！水が濁って水量もあり、入る事は

できなかったけど、天然記念物の噴湯丘を見ることがで

きて良かったです。秋晴れの紅葉ハイク、なかなか行く

ことができない湯俣まで歩けてとても楽しい 1 日でし

た。ご一緒していただいたみなさん、ありがとうござい

ました  



感想・・・じゅんちゃ 

今回は湯俣の紅葉も楽しみであったが、何度も行っている

が噴湯丘まで近づくために、ホタルイカを獲る時に購入した

ウェーダー（胴長）をリックに入れてきたので、これを着て

湯俣川を慎重に渡る。河川は灰色に濁っていて足で探りなが

らの渡渉で、少し怖かった。渡渉できたことにより念願の噴

湯丘にタッチできたのが最高の喜び。 

 

守屋山 2020.10/25 参加者 ＥＩＥＩ＋5 

何度も登っている守屋山であるが、今回初めて立石コースを登る。

鬼ケ城や、浅間の滝などがあり変化に富んだコースだった。 

百畳敷の岩の上から南アルプスを眺める。青空越しに黄紅葉が眩し

い。西峰、360 度の大パノラマは絶景だ。展望１００選はうなずける。

県外も含め大勢の登山者で賑わっていた。 

 

１０／１６五竜地蔵の頭から 

 

湯俣への道中で、見事な唐松の紅葉 


