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                             2022年 2月 

巻頭言 

          山に想う                加藤澄子 

 

同級生に誘われ霧降高原へ行ったのが始まりで、私の山登り人生も早 30年が

過ぎました。 

苦あれば楽あり、登頂時の達成感、夜空に煌めく無数の星、一直線に進んでい

く衛星の光、咲き誇る色鮮やかな高山植物の花々、特に希少種との出会いはその

場を離れられない感激があり、写真では表せない過酷な場所でほんの一瞬の生

を全うする姿は可憐で崇高さがあります。どんな光景も私の心を奮い立たせ、自

分のチッポケさを認識させ、また明日への勇気も与えてくれました。そして仲間

との語らい、これが充分心の栄養になりました。 

でも侮ってはいけません。時には山も牙をむきます。謙虚さも必要です。 

一度中ノ岳夕方の雪渓で方向を見失い中腹の篠林でビバークしました。飲料水

が無く、食物が喉を通りません。幸い翌朝近くの避難小屋にたどり着き、事なき

を得ました。（電池切れ GPSが役立たず）落ち着いた判断と、装備が結果的には

良かったです。 

大きくそびえたつ岩の固、そんな山も見る方向で異なった形に見えます。まる

で人間を見ているようではありませんか？ 

また時には山の懐の中で立ち止まって、植物、岩石、動物達、風景と対話して

みてください。なにか私達に訴え、話しかけてくる声が有るかもしれません。き

っと思いがけない世界が広がりますヨ。 

 

登山道の整備や草刈りをしてくださる方々への感謝も忘れずに。 

こんな四季折々の美しい自然が残る地球を私たちは永く守り続けようではあり

ませんか！！ 

 

最後に、会員皆様方のご健康と安全、さらな

るご活躍を祈念したします。 

 

              以上 

 

 

 

2021年 6月仙ノ倉岳山頂 
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有り 人数 3

金 ～

記録者 荒井 一昭

高尾山～陣馬山 山　域 奥多摩 山行目的

計画者 横田 かすみ

山行期間 2021/12/31

 山 行 記 録 書 個人

日帰り

富士山＆夕陽ハイキング

ルート 尾根 経験者 氏名：佐藤・若林・横田 交通機関 電車・バス

山　名

日
程
・
コ
ー
ス

　　　　　柏駅5:57⇒新宿駅⇒7:45高尾山口駅8:00…琵琶滝…薬王院…10:10高尾山10:40…
　　　　　11:20小仏城山11:40…12:30景信山13:00…14:00堂所山14:10…15:30陣馬山16:30…
　　　　　17:45陣馬高原下BS18:25⇒19:00高尾駅⇒東京駅⇒20:50柏駅

■山行報告：①高尾山口駅～高尾山：気温２度の中、高尾山口駅を出発（写１）。琵琶滝を横目に６号路を登る。高尾山
直下の急な階段を登った後、御朱印を頂くため薬王院に下る。薬王院は、初詣の準備が完了していた。②高尾山：高尾山山
頂は、大晦日と思われぬほど沢山のハイカー（写２）。富士山は山頂から中腹まで雲がかかり、その美しい姿を見せなかっ
た。③高尾山～小仏城山～景信山：小さいアップダウンが続く縦走路。高尾山間近のまき道で氷花を発見（写３）。段々と
天気が悪くなり、白い物も舞い始めたが、所々ぬかるんでいる登山道を快調に進む。④景信山～陣馬山：時折り進行方向左
側に相模湖が見える縦走路。すれ違うハイカーは少なくなり、静かな山行を楽しむ（写４）。⑤陣馬山：山頂到着後、北風
の強風が吹き始め、気温は急降下（写５）。そのため、山頂からの富士山と夕陽はあきらめ、風の少ない場所まで下りて餅
を食することにした（写６）。⑥陣馬山～陣馬高原下BS：暗闇の中、ヘッテンつけての下山となった。このルートは張り出
した木根が多く、暗くなってからの下山はお勧めできない。

柏駅5:57 20:50

ルート図 ■特記事項(コースの特徴・注意事項)
高尾山から陣場山までのロングコース。天気が良
ければ、途中の山頂からも富士山の壮麗な姿を見
ることができる。但し、陣馬山で夕陽を眺める計
画のため、陣場高原下BSまでの下山は、夕闇の中
を歩くことになる。
■参加者（４名）
CL佐藤、SL横田、若林、荒井
■リーダーコメント（佐藤）
大晦日、富士山の肩から沈む夕日を求め陣馬山
へ、今年無事山行がおわったことのお礼と来年の
安全山行を願い行ってきました。
高尾山頂は普段の休日と変わらぬ人出、お晦日な
のにすごい人気（我々も同類だが）、それに比べ
陣馬山は人がいなく静かです。今回は陣馬山で急
に寒くなり強風が吹きだし寒さが厳しくなり、気
象の急変、山の厳しさを改めて体験する納の山行
となりました。

帰　柏宿泊手段 費　用 集　合

写１ 高尾山口駅
写３ 縦走路脇の氷花

写２ 混雑する高尾山頂
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有り 人数 1人

日 ～ 月

写真 写真

日
程
・
コ
ー
ス

1月2日：300流山⇒（8:00）ロープウェイ新穂高温泉駅（9:00）⇒（9:30）西穂高口駅（10:00）→（120）
→（12:000）西穂山荘（泊）

1月3日：西穂山荘（7:00）→（30）→（7:30）西穂丸山→標高2600ｍ地点→（9:00）西穂山荘（9:30）→
（90）→（11:00）西穂高口駅⇒（1130）新穂高温泉⇒入浴⇒1900流山

■山行報告
天気を考え一日ずらすも好天は望めず。しかし、雪山に登りたい木村さんの強い思いに、行けるところまで行き
ましょうと出発。新穂高Ｐ到着時は晴、木村さん、うっとりと雪山を眺める、いい笑顔だなあ。ロープウェイを
乗り継ぎ身支度を済ませ歩き出す。1日目は小屋までなのでのんびり。
翌日は朝から雪で小屋付近は微風。7時出発。予想通り稜線に出ると爆風である。30分かけて丸山へ到着。風は
強いが時間にはかなり余裕があったので前に進む。斜度もきつくなり一歩一歩慎重に登る。2600ｍ地点、先行し
ていた人たちが下ってくる「この先はもっと風が強いですよ！！」と。皆独標までは行けずに戻ってきたよう
だ。私たちも安全第一を考えて今回はここまでと小屋へ引き返すことにした。トレースはすぐに消たがうっすら
見える稜線上を外さないように下山した。
今回木村さんとご一緒させていただき、多くのことを学ぶことができました。雪山と向き合う木村さんは青年の
ようで81歳とは思えぬ情熱に溢れていました。また行きましょう！

ルート図 ■特記事項(コースの特徴・注意事項)
通念営業の西穂山荘を利用し、独標までの往復を
する。西穂山荘までは、トレースがついている。
丸山までは緩傾斜の雪の斜面。独標までは岩稜と
雪のミックスで、しっかりした足取りでのアイゼ
ンワークが必要。
ホワイトアウトすると道を失うので、GPSで事前
にルートを落としておく。
西穂高山荘　　　　　0263367052
新穂高ロープウエイ　0578893825

■参加者
 CL　木村 善光　SL　小金井 由紀子

帰　柏宿泊手段 山小屋 費　用 25,000円 集　合

山行期間 2022/1/2 2022/1/3

 山 行 記 録 書 個人

宿泊 一泊二日

雪のアルプスを歩く

ルート 尾根 経験者 氏名：木村善光 交通機関 車

山　名

記録者 小金井由紀子

西穂高独標 山　域 北アルプス南部 山行目的

計画者 小金井　由紀子

N
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有り 人数 2

土 ～

日
程
・
コ
ー
ス

前田宅⇒柏駅西口5:00⇒5:15柏IC⇒常磐・外環・関越⇒水上IC道の駅水上8:40⇒9:00ロープウエイ駐車場
⇒天神平10:00→天神尾根→10:58避難小屋→12:31肩の小屋→12:39トマノ耳→13:02オキノ耳→13:31肩の
小屋13:51→15:29天神平⇒15:45駐車場16:00⇒16:25湯テルメ入浴17:15⇒水上IC⇒赤城高原SA(夕食)⇒
21:00柏

(歩行時間：5時間29分(休憩込み)）

(補足)小金井さんは下山後、駐車場から別行動

■山行報告
3連休の初日、関越道が渋滞で約1時間遅着。ロープウエーにて天神平10時スタート。スキー場の脇から登り始め
るが踏み跡明確でアイゼン＋ストックで大丈夫。最初は快晴で暑いくらいだったが、熊穴沢避難小屋を過ぎ稜線
に出ると強風。メンバーも手袋など防寒装備を強化する。前後に人が数珠つなぎだが特に渋滞も無く脇を抜けた
り抜かれたり。肩ノ小屋直下は少し急登だが、その先ひと登りでトマの耳に到着！快晴の絶景で名山が360度ず
らり見渡せる。越後駒、平ヶ岳、会津駒、燧ケ岳、至仏山、日光白根、武尊、皇海、赤城、榛名、浅間、そして
谷川主稜の万太郎・仙ノ倉の奥に苗場山。オキの耳まで足を伸ばし山頂を堪能したら下ります。肩ノ小屋でラン
チ休憩後、フカフカの稜線を下りますが強風で地吹雪も凄い。手がかじかんで長居すると凍傷になりそうでし
た。下山時、男性4人が次々と足が攣り、正月前後に弛緩し切った体にはいい運動になった？と思う。芍薬甘草
湯は必携だと感じた。尚、伊東さんは新型コロナ嫌疑で不参加であったが陰性確定したので来週の八ヶ岳は予定
通り6名の予定。（記録：前田）

柏駅

ルート図 ■特記事項(コースの特徴・注意事項)
1/15,16中級雪山訓練（八が岳周回）の事前訓練
を行う。今回の目的は雪道を6時間バテることな
く歩けることを確認する。
天神尾根は踏み跡があり好天なら比較的短時間で
往復できるため人気のルート。肩ノ小屋直下はそ
こそこな急登。
■参加者（５名）
荒井CL、若林(SL)、吉武(装備)、小金井、前田
(記録)
■リーダーコメント
快晴の中、メンバー全員元気に谷川岳を往復し
た。山頂からの眺望は素晴らしく、まさに雪山登
山者へのご褒美と思われた。今回のミッションで
は、下山時男性４名の足が攣るというアクシデン
トが発生した。若林持参の漢方薬で事なきをえた
が、薬購入の必要性を痛感した次第である。
メンバー各位、ありがとうございました。

帰　柏宿泊手段 費　用 7,000円 集　合

登山口の住所：群馬県利根郡みなかみ町

山行期間 2022/1/8

 山 行 記 録 書 個人

日帰り

1/15,16中級雪山訓練の事前訓練

ルート 尾根 経験者 若林、前田 交通機関 車

山　名

記録者 前田 周祐

谷川岳 山　域 谷川連峰 山行目的

計画者 伊東 春正

N

〇天神平

避難小屋

肩の小屋

△トマノ耳 1963m

△オキノ耳 1977m

③天狗の留場で。快晴の絶景です。 ⑤登頂記念に全員で。(トマの耳) ⑪谷川岳主稜も下りではクッキリ。
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無し 人数 0

土 ～

写真 写真

登山口の住所：箱根町

日
程
・
コ
ー
ス

柏(5:57)➡新橋(6:38)(6:48)➡平塚(7:48)(7:49)➡小田原(8:10)(8:14)➡箱根湯本(8:29)
松戸(6:06) 前から２両目に乗車

箱根湯本からバスで宮城野橋🚏

箱根湯本発（桃源台／湖尻行き）(8:48)発

宮城野橋[9:30](80)➡明星ケ岳[11:10][11:20](45)➡鞍部分岐➡明神ケ岳[13:30][13:50](40)➡鞍部分岐[

14:40][14:50]➡宮城野🚏[16:30]

■山行報告
予想外の雪に見舞われた新春ハイクに多くの皆さんが参加されました。オミクロン株が急増中でしたが電車やバ
スの混雑もなく、乗り継ぎも良く宮城野橋バス停に到着した。登山口で小野寺さんの準備体操の指導を受けいざ
出発。明星ヶ岳迄の登山道にも残雪がありましたがアイゼン等々装着不要で明星ヶ岳923ｍの頂上に到着した。
そこから明神ヶ岳迄雪解けで登山道も悪路と残雪との闘いでした。途中アイゼンやチェーンスパイクを装着した
り足元に注意しながら頂上を目指しました。所々木々の間から展望が開け箱根町の駅から真っ直ぐ伸びた登山鉄
道や大涌谷、小涌谷もハッキリ見えた。時々太陽の日差しが眩しい。凛とした空気も清々しかった。
明神ヶ岳頂上は風も強く寒かったです。あいにくの曇りでしたが展望がよく金時山もハッキリ見えましたがその
先の富士山は見えませんでした。下山途中分岐付近から相模湾が見え感激でした。足元にも気を付けながらバス
停まで無事下山、解散となりました。（残雪や悪路で滑って転んだ皆さんお大事に）

柏駅 20:00

ルート図 ■特記事項(コースの特徴・注意事項)
明星ケ岳と明神ヶ岳は箱根外輪山の山です。眼下
には箱根の街並み、富士山の前には金時山が見え
ます。明星ヶ岳から明神ケ岳の間は稜線歩きです
が標高が千メートル前後の為笹林のトンネルのよ
うなまた、樹々に囲まれた道を進むと突然眺望が
目の前にほっとさせられる。雪解けのため足元が
悪く注意しながら進む。残雪もありアイゼン、
チェーンスパイクも活躍する。
■参加者(名)
CL山内桂子　SL藤繫幸子　大橋宣子　菊地美智子
野田久生　有賀秋男　高野理律子　加藤澄子　川口光
雄　小野寺真里子　吉川弘恭　小竹茂　国友和洋　
佐々木勲　飯島玉枝　牧野安弘　大下みつ江
■リーダーコメント
富士山は雲の中でしたが、時々綺麗な稜線が見え
ました。雪混じりの泥濘の悪路を物ともせず、元
気に歩きました。皆さんのご協力で予定どうりの
コースが歩けました。有難うございました。

帰　柏宿泊手段 費　用 4000円 集　合

 山 行 記 録 書 企画

日帰り

新春ハイク

ルート 尾根 経験者 氏名： 交通機関 電車

山　名

荷物整理と準備体操
明神ヶ岳頂上

箱根町展望

記録者 大下みつ江

明神・明神 山　域 箱根 山行目的

計画者 山内 桂子

山行期間 2022/1/8

N▲
明神ケ岳(1169)

塔ノ峰(566)

▲強羅■

明星ケ岳(923)

▲

🚏宮城野橋
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追加の写真（HP用） 追加の写真

１班の皆さん 2班の皆さん 3班の皆さん

残雪の中を進む もう直ぐ明星ヶ岳頂上 物語の風景の様な笹の垣根
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有り 人数 2

金 ～ 日

写真 写真

日
程
・
コ
ー
ス

1/14　20:00⇒外環道⇒圏央道⇒談合坂SA⇒諏訪南IC⇒24:00八ヶ岳山荘（仮眠）
1/15　八ヶ岳山荘7:00→8:25美濃戸山荘→11:30行者小屋12:00→13:40文三郎分岐→14:30赤岳→15:15赤岳
展望荘（泊）　　行動時間：8時間15分（コースタイム：5時間40分）
1/16　赤岳天望荘7:10→7:20地蔵の頭→8:00石尊峰→8:50横岳奥ノ院→10:15硫黄岳→11:45 赤岳鉱泉→
13:20美濃戸山荘→14:25八ヶ岳山荘　　　行動時間：7時間15分（コースタイム：5時間43分）入浴⇒小淵
沢IC16:00⇒（3:00）柏19:00

■山行報告
15日、八ヶ岳山荘に駐車して出発。チェーンがあれば美濃戸口まで車で行けるが1時間強余計に歩く。行者小屋
までの南沢コースは緩やかなアップダウンがあり思ったより体力を使う。行者小屋でヘルメット装着し、ストッ
クからピッケルに換え、目の前にそそり立つ赤岳にアタック開始。ほどなく急登が始まり、一歩一歩アイゼンを
効かせながら登っていく。バテてしまうメンバーがおり、休憩を繰り返しようやく山頂。赤岳展望荘は大変快適
で、寒さの心配もなく朝までぐっすり眠ることができた。
16日、赤く焼けた富士山を拝みスタート。横岳までは何度も梯子、トラバースがあり緊張するもさほど問題な
かったが、奥ノ院の先、台座の頭あたり、トラバースルートが見つからず、やせ尾根を選択するが、ここが一番
怖かった。硫黄岳まではお約束の爆風であったが、その後の下りは穏やかになり、核心部を通過した緊張感も解
け、だらだらと長い下りを歩いて行った。
二日間、天気にも恵まれて思い出深い山行となった。

柏駅

ルート図 ■特記事項(コースの特徴・注意事項)
南八ヶ岳のメジャー主稜線をたどる人気の縦走
路。強い寒気と険しい岩稜帯の通過が大きなポイ
ントとなる。
急峻な岩と雪のミックス帯を安全に通過できる
ピッケル、アイゼン技術が求められる。
■参加者（名）
伊東（CL）　荒井（SL）　吉武　若林　　小金井
前田
■リーダーコメント
最も恐れていたアイゼン引掛けによる転倒事故が
なかったのがよかったです。
雪山装備は小物類が多いため、要領よく取り出せ
るパッキング技術が必要なことを痛感したのでは
ないでしょうか。
・八ヶ岳山荘の仮眠室と風呂は使える
・タイヤチエーンを巻けば美濃戸山荘まで行ける
・前回4年前の山行記録と比較しての違い
などを次回に生かしていきたい。

帰　柏宿泊手段 山小屋 費　用 26,000円 集　合

山行期間 2022/1/14 2022/1/16

 山 行 記 録 書 企画

宿泊

中級雪山訓練

ルート 尾根 経験者 氏名：伊東、若林 交通機関 車

山　名

記録者 小金井 由紀子

八ヶ岳周回 山　域 八ヶ岳連峰 山行目的

計画者 伊東 春正

赤岳鉱泉

赤岳展望荘

硫黄岳

2760m

赤岳

2889m

横岳

2829m

美濃戸山荘

美濃戸駐車場

P

阿弥陀岳

2805m

御小屋山

2136m

行者小屋南沢コース

文三郎尾根

北沢コース

②文三郎の急登を登ります ⑨横岳手前にて集合写真 ⑪横岳北のナイフリッジ。緊張の一瞬。
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追加の写真（HP用） 追加の写真

①行者小屋から八ヶ岳文三郎を仰ぎ見て ③行者小屋から八ヶ岳文三郎を仰ぎ見て

④文三郎上部はトラバースと急登が少し嫌らしい ⑤赤岳山頂からの360度絶景を堪能しました

⑥翌朝、天望荘から快晴の富士と日出 ⑦これから行く横岳方面のギザギザ

⑧気の抜けないトラバースが続きます。 ⑩横岳からみた端正な赤岳と阿弥陀岳

10



無し 人数

土 ～

一丁平

▲

▲⑤中沢山494M ▲①草戸山364M

▲③泰光寺山475M

▲②榎窪山420M

ピックアップ 20:30

ルート図 ■特記事項(コースの特徴・注意事項)
南高尾山稜の地図上にほぼ等間隔に並ぶ7ツ峰+高
尾山を総称した縦走路が南高尾セブンサミッツと
呼ばれています｡約17kmのロングコースの踏み跡
がハート型となり､津久井湖､丹沢山系､富士山の
眺望を楽しみながら､低山とは思えない達成感を
味わいます｡
■参加者（5名）
山本尚(CL),山本久(SL),小野寺(会計),大下(救
急),水落(記録)
■リーダーコメント(山本尚)
上着１枚脱ぐ山行日和りに恵まれました｡全員協
力してのルートハンティングはミッションをこな
すワクワク感ある７峰完歩となりました｡副都心
のビル群や城山湖､富士山絶景などの眺望も楽し
み､登山者の少ない静寂な高尾山再発見となりま
した｡登山道に点在する木彫り群は見応えある
アート作品､ロングコースの癒しスッポットでし
た｡

帰　柏宿泊手段 費　用 2,900円 集　合

高尾山口駅

山行期間 2022/1/15

 山 行 記 録 書 個人

ルート 尾根 経験者 氏名：

山　名

記録者 水落 朋子

南高尾セブンサミッツ 山　域 八王子･与瀬 山行目的

計画者 山本 尚徳

日帰り

ハート型ロングコースを歩く

交通機関 車

最後は高尾山！

▲⑦大洞山536M

▲⑥金毘羅山515M

▲④

登山口の住所：東京都八王子市

日
程
・
コ
ー
ス

流山IC5:40 ⇒ 高尾山IC ⇒ 高尾駅（近くの民営駐車場に駐車）⇒(京王電鉄高尾線)⇒ 高尾山口駅

高尾山口駅 8:00 →(95)→ 9:35 ①草戸山 9:55 →(20)→ 10:15 ②榎窪山 10:25 →(20)→ 10:45 ③秦光寺山 11:00
→(20)→ 11:20 ⑥入沢山 11:45 →(25)→ 12:10 ⑤中沢山 12:40 →(15)→ 12:55 ⑥金毘羅山 13:05 →(10)→
13:15 ⑦大洞山 13:25 →(65)→ 14:30 一丁平 14:45 →(40)→ 15:25 高尾山 15:40 →(70)→ 16:50 高尾山口駅
（歩行時間：6時間20分、所要時間：8時間50分）

高尾山口駅 ⇒(京王電鉄高尾線)⇒ 高尾駅 ⇒(途中で夕食)⇒ 八王子IC ⇒ 流山IC ⇒ 20:30 帰柏

■山行報告
近頃の週末は好天続きで当日も快晴。行動時間を長く確保するため、車で早めに出発。高尾駅近くの駐車場を事前に予約し
ておいたので安心です(1日500円)。高尾山口駅まで電車で移動し、高尾山口駅からいよいよ出発です。今日のコースは山行
記録をホームページやYouTubeに載せている方がいたので、事前に予習済。予習どおりピンク色の家の脇から登山道に入り
ます。草戸峠までは1時間半ほど。朝の柔らかな日差しを感じられる気持ちのよい道です。そして①草戸山に到着。東京の
街が見渡せる眺望のよい山です。②榎窪山は木々に囲まれピーク感があまりないので見落としに注意です。③泰光寺山に向
かう途中、この辺りのルートを整備している方に出会いました。この辺りはベンチやテーブルなどがよく整備されていて、
気持ちよく休憩することができます。これも整備してくださる方々のお陰です。③泰光寺山へはメインルートを一旦外れ、
急な階段を登ります。④入沢山へもベンチとテーブルのある所を右側に入り、一旦メインルートを外れます。難関の④入沢
山も無事クリア！メインルートまで戻り、次の⑤中沢山へ。中沢山でベンチに座って昼食。青空の下での食事はおいしい！
次なる⑥金比羅山、⑦大洞山も無事クリア！最後に高尾山を目指します。高尾山への道中、シモバシラを発見！土にできる
一般的な霜柱ではなく、シモバシラという植物の茎が枯れたところにできる氷の芸術だそうです。最後の高尾山からは、夕
日に照らされた富士山が綺麗でした。下山は舗装路の多い1号路を避け、小川沿いの6号路を選択。高尾山口駅に到着し、歩
行距離約16kmのハート型コース完歩です！

難関の④入沢山もクリア！
↑かわいい看板や
彫刻入りのベンチ→
なども楽しませてく
れました

N

高尾山599M

入沢山490M
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無し 人数

木 ～

小中

鍋足山の頂上 三角点峰から見た鍋足山

記録者 山内　桂子

鍋足山 山　域 奥久慈 山行目的

計画者 山内　桂子

山行期間 2022/1/20

 山 行 記 録 書 個人

日帰り

低山だけど岩っぽい

ルート 尾根 経験者 交通機関 車

山　名

日
程
・
コ
ー
ス

ピックアップ終了(6:10)⇒柏IC⇒日立南大田ＩＣ⇒国道３４９を北上、里美支所Ｐ(8:10)

Ｐ[8:20]➡北沢峠分岐[9:00]➡展望の良い尾根[9:10][9:20]➡大石分岐➡鍋足山[9:41][9:50]➡三角点峰
[11:09][11:30]➡黒沢山[11:38][11:47]➡小中宿分岐[12:00]➡猪ノ鼻峠[12:20][12:40]➡猪ノ鼻峠入口
[13:25]➡大石コース入口➡大中コース入口➡P[14:10]

  行動時間　5:50 標高差640メートル

■山行報告
登山口にある大中神社に安全祈願をしてから歩きだした。林道を登る。展望の良い伐採された明るい尾根に出
る。下界には人家が近い。登山道に入ると直ぐに大きな岩が出現。岩はデコボコしているがしっかりしている。
足場や掴む所が多く、登りやすい。鍋足山では３６０度の展望が開ける。方向から考えて三角点峰と思われる
ピークとは反対の方向へ進む。岩場が続く。一度急坂を降りる。その急坂が細かい岩があって、石車になって止
まらない。怖かった。見上げると大きな岩を迂回していた。多分ゴジラ岩。何度もロープを頼りに坂を登り下り
をする。三角点峰に到着。鍋足山のピークが見えた。その後も何回かのロープを味わったら、林の中の道が続
く。あっと言う間に猪鼻峠に到着。車道を下山して駐車場に戻った。低山だが、面白かった。

柏駅 7:30

ルート図 ■特記事項(コースの特徴・注意事項)
里美支所Pに駐車。
大中コースを歩く。北沢峠分岐で稜線に出る。低
い山だがロープの連続で鍋足山、三角点峰、黒沢
山へ。猪鼻峠からは車道歩き。
車道歩きが長いコースであるが、奇妙な岩を楽し
めると思う。
■参加者（４名）
佐々木勲、加藤澄子、山内桂子、西嘉山哲二
 ■リーダーコメント
今回は低山で天気も良好、6日の残雪も影響なし
と思いながら歩き始めた。結果、風も無く日向が
嬉しい里山だった。岩山は縄が必需な場所が多
い、頂上の一本松は根張が見事！一方で露出した
岩の表面のゴロゴロ石が足場になり大変昇り易
かった。しかし、痩せ尾根でキレットした北面の
切り立った崖を見たときは脚がすくんだ。皆で協
力して無事に下山できほっとした良い山でした。
（佐々木）

帰　柏宿泊手段 費　用 3,200円 集　合

▲三角点峰(552)

▲鍋足山(529)

北沢峠分岐

■

▲黒沢山

小中宿

分岐■

■大石分岐

▲３５８

猪鼻峠入口

■

里美支所
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有り 人数 1

土 ～

飯森山 野末張見晴台 戸神

羽賀山

飯盛峠

関八州見晴台 🅿駐車場

黒山三滝

　傘杉峠 大平山

越上山

顔振峠

写真

顔振峠からの眺望 関八州見晴台 山並チェック

日
程
・
コ
ー
ス

流山IC5:20⇒坂戸西IC6:20⇒7:10黒山三滝P 7:20→8:40顔振峠→9:30傘杉峠→10:00花立松ノ峠→10:30関
八州見晴台10:40→飯盛峠11:25→飯盛山11:30→飯盛峠→野末張見晴台12:30→羽賀山13:00→戸神13:35→
国道61→黒山三滝P14:45→三滝15:00→黒山三滝P15:20⇒うめその梅の駅15:50⇒坂戸西IC16:20⇒流山
IC17:30⇒GS17:45

山行報告：駐車場に近づくにつれ外気温が－4度まで下がるが風がなく残雪もなかった。歩き始めてすぐ道路沿
いに「澁澤平九郎自決の地」の墓石がある。山道に進み顔振峠に着くと展望良く山並の向こうに富士山が顔を見
せてくれた。枝打ちされた杉林の間を進み傘杉峠へ、花立松ノ峠を過ぎるとやがて関八州見晴台に到着、見渡せ
る山々を案内板で確認し出発。飯盛峠を過ぎるとすぐに飯盛山、同じ道を戻り戸神方面へ、地図とGPSを確認し
ながら　山道、林道を進み、広い日当たりの良い場所で昼食、その先に景色の良い野末張見晴台があり、遠くに
日光男体山や谷川岳が望めた。羽賀山、白小石を経て戸神に向かい下山。61号線を黒山三滝に向かい30分程進む
と駐車場に着き、イワナが生息する美しい水の天狗滝、女滝、男滝を見に行く。山道は根っこ、岩ありフカフカ
の落ち葉あり、天候に恵まれ眺望の良い、長時間の歩きごたえのあるコースでした。

■特記事項(コースの特徴・注意事項)

奥武蔵の丘陵を歩く本コースは、遠く関東平野を
見渡すことが出来る。尾根伝いのアップダウンの
少ない登山道は、所々車道歩きとなる箇所があ
る。また、この時期、日陰では雪が残っているの
で軽アイゼンは必要である。
高速代2340×2
■参加者（４名）
CL:吉武興治　SL:大橋宣子(記録)
小野寺万理子(装備)　水落朋子(会計)
■リーダーコメント
夏山に向けての冬場の体力維持を目的に、ある程
度のスピードを維持して、8時間を目標に山歩き
を行う計画を立てました。山行日は天候良く、富
士山を含め関八州の展望を望むことができ、冬季
の山行を楽しむことが出来ました。

自宅周辺 帰　柏 流山GS

ルート図

登山口の住所：埼玉県越生町

宿泊手段 費　用 3570円 集　合

車

山行期間 2022/1/22 日帰り

ルート 尾根 経験者 氏名：吉武 交通機関

記録者 大橋 宣子

山　名 関八州見晴台 山　域 奥武蔵 山行目的 夏山に向けての体力作り

 山 行 記 録 書 個人 計画者 吉武 興治

N
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有り 人数 1

月 ～

日
程
・
コ
ー
ス

柏駅 19:30

ルート図 ■特記事項(コースの特徴・注意事項)
1.比較的容易に登れる山である。毎年登ってい
る。天気が良ければ素晴らしい景色が楽しめる。
2.初心者でも安心して登れる。寒いので(-10～-
15℃程度)注意が必要。
3.現地の状況によりルート①または②を選択す
る。
■参加者(4名)
野田久生(CL)・小野寺万里子(SL)
大橋宣子(会計)・牧野安弘(記録)
■リーダーコメント（野田）
メンバーは今期初めての雪山でしたが、天候に恵
まれ快適な山行となりました。時間の都合で鳥居
峠まで行くことはできませんでしたが、例年に比
べて積雪が多く雪山を味わえました。初級雪山と
雖もアイゼンなどの装備は必要です。事前に十分
確認が必要です。毎年この時期雪山を楽しみに来
たいものです。

帰　柏宿泊手段 費　用 5000円 集　合

登山口の住所：群馬県前橋市赤城山

野田邸5:00⇒コンビニ立寄り⇒柏IC5:25⇒上里SA⇒渋川伊香保IC7:10⇒8:10 おのこ駐車場 8:45→赤城神
社参拝→登山口9:30→11:15 黒檜山頂～展望所 11:40→大だるみ12:05→駒ヶ岳12:30→下降点13:00→
13:30 おのこ駐車場～大沼湖上歩き 14:00→14:40 富士見温泉ふれあい館 16:25→渋川伊香保IC16:50→三
芳SA→流山IC19:00→柏解散19:30　　[走行距離：380㎞]

個人

日帰り

雪の赤城山登山

ルート 尾根 経験者 氏名：野田久生 交通機関 車

山　名

■山行報告

赤城山は山頂部に多くの峰がある中級山岳です。今回は、最高峰の黒檜山から駒ケ岳を周回する雪山入門コース
(ルート①)を歩きました。前日の天気予報では「晴れ時々曇り、風が強い」との予報でしたが、山行中はあまり
風もなく青空もあり気持ち良く歩くことができました。
5時出発、コンビニに立寄り柏ICへ、常磐～外環～関越～赤城道路で8時過ぎに大沼(おの)湖畔の「おのこ駐車
場」に着く。凍結した大沼の湖上から吹き付ける風が強く手袋を飛ばしてしまう。何とか手袋を回収、車中で身
支度するが、今日の山行が少し不安になる。8時45分出発。湖畔の赤城神社に参拝してから登山口へ。9時30分、
急な岩交じりの登山道を歩き出す。駐車場で吹いていた強風は無くホッとする。途中休憩で後ろを振り返ると地
蔵岳・大沼の展望が開け、湖上には沢山のワカサギ釣りのテントと赤城神社が見える。11時15分、黒檜山頂に到
着、そこから5分程の展望所から景色を見る。浅間山・日光連山・上州武尊・皇海山などが見える。小休止の
後、黒檜山から急な斜面を下り、大だるみ～駒ヶ岳～下降点～13時30分、おのこ駐車場に戻る。帰りは、温泉に
立寄りさっぱりして帰柏。ここ数年、降雪の少なかった赤城山ですが今シーズンは雪が多く雪山歩きを楽しむこ
とができました。

記録者 牧野安弘

赤城山 山　域 山行目的

計画者 野田　久生

山行期間 2022/1/24

 山 行 記 録 書 

NN

ルート①

N

大沼

小沼

黒檜山1827.6m

駒ヶ岳1685m

鳥居峠

渋川伊香保IC方面
ビジター

センター

赤城神社

駐車場 ルート②

②黒檜山山頂
①登る

③黒檜山からの下り
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2022 年 1 月 29 日(土)～30 日(日)―岩山・二股山・鳴蟲山 + 前黒山 

前田 周祐 

前日光の 3山の赤線ツナギと、高原山の前黒山で雪歩きを楽しんできました。 

 

① 1月 29日(土) 岩山・二股山・鳴蟲山 

自宅(前夜)16:30⇒19:30道の駅「しもつけ」05:00⇒06:10岩山登山口 P(日吉神社)06:38 
→06:39岩山入口→07:49 2番岩→08:01岩山 08:09→08:16猿岩(70ｍの崖上) 
→08:30(70ｍ崖下)→09:31二股山登山口→10:24二股山→12:08二股山下山口 

→12:50片野道バス停→14:31鳴蟲山→15:45鳴蟲山下山口⇒（自転車）17:13岩山登山口 P 
 

スタートすぐから岩歩きが始まる。急登や狭い箇所等が連続するが、滑り辛い岩質（多孔質の火成岩）

でホールド等多いので慎重に行けば危険を感じる場面は無い。会でも例年歩かれるように、低山ながら

眺望や変化のある楽しい山と思いました。岩山山頂北の猿岩から 70mの崖の脇を下山し二股山へ歩き

ます。二股山は地元の方々作成の標識類が豊富。南峰から北峰直下だけ少し気を遣う岩登りでしたが

短い。北峰から破線も無い所謂バリルートで北西尾根を下ります。標高 300m程で少し藪漕ぎ後、畑地

に降り立ちます。片野道バス停まで赤線ツナギし鳴蟲山へ北からアプローチ。数年前の台風でルートが

荒れた様ですが修復済。鉄塔巡視路を辿って鳴蟲山山頂。下山は破線も無い南西尾根のバリルート。

でも鉄塔巡視路があり落葉に気を付ければ迷うことなく下山完了。デポした自転車で岩山登山口まで戻

りますが、登山用手袋で手が千切れそうに寒かったです。栃木百 x3を快晴の下繋げました。 

 
                      これから行く二股山（岩山から）   鳴蟲山まで赤線ツナギ 

 

② 1月 30日(日) 前黒山（塩原温泉側から） 

道の駅やいた 04:30⇒6:30 ヨシ沼園地駐車場 07:20→07:55前黒山登山口→11:11前黒山 11:25
→12:53前黒山登山口→13:19 ヨシ沼園地駐車場⇒14:00新湯温泉（寺の湯）14:30⇒19:00自宅 

 
もみじラインは朝小雪なのでチェーン装着し、ヨシ沼園地Ｐからスタート。新雪で 30cm近く踏み抜く

のでワカンを装着。しばし林道を進み登山道へ。数日前と思われる踏跡が 2人分あるが、ばらばらの方

向に消えているので自分も適当に尾根筋の高みを目指す。標高 1,400m程から滑るのでアイゼンを追

加。スノーシューはこの辺で撤退の模様。踏跡無いバージンスノーを楽しむが、踏み出す毎に新雪が

沈むので意外と時間がかかる。標高 1,500m弱から稜線歩き。強風で凍えつつ、うねった雪を左右にか

わします。標高 1,600mで一旦斜度が緩み、最後ひと登りで山頂エリアに到着。切り開かれた山頂は丁

度快晴の陽光で暖かい。鶏頂山や釈迦ヶ岳など眼前の眺望を堪能しつつ休憩します。下山は早い。新

湯温泉の「寺の湯」の硫黄泉で温まって帰路につきました。誰にも会わず静かな雪歩きが楽しめました。 

 
                         前黒山に到着。           快晴で暖かい。       
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無し 人数

木 ～

〇密嶽神社

▲羽黒山

〇羽黒山神社

〇羽黒山荘

〇第一鳥居

参道

Ｐ

写真 写真

日
程
・

コ
ー
ス

柏発（6:00）⇒道の駅五霞（7:15）⇒（9:00）ユッピーの森駐車場（9:20）→第一鳥居（9:35）→第二鳥
居（9:45）→カラッソの坂（10:20）→展望所（10:30）→（10:40）羽黒山神社（10:45）→蜜嶽神社
（11:00）→（11:30）展望所茶屋（12:05）→ダイダラ坊の岩（12:30）→ユッピーの森駐車場（13:05）⇒
大谷平和観音（15:00）⇒道の駅五霞（16:30）⇒柏（18:00）

■山行報告
ゆずの名産地の故から名付けられたユッピーの森駐車場に車を止め、車道を戻って東北自動車道沿いにすすみ、
梵天ゆず街道（県道63号）に出て北上すると羽黒山第一鳥居の参道入口に到着する。ここにも駐車場がある。参
道は両側がすくっと延びた杉の林に石畳の道が伸び、ほどなく尾根上に達するとダイダラ坊の岩への分岐を経て
神社へ続く車道を横切り、階段状のカラッソ坂を登ると茶屋のあるロウ梅園に出る。赤い鳥居をくぐって石段の
参道を登れば羽黒山神社である。神社からやや降って三角点のある山頂（？）その先に蜜嶽神社がある。茶屋ま
で戻り名物のゆず団子を食してからダイダラ坊の岩に立ち寄り、尾根の分岐まで戻って尾根筋の登山道をユッ
ピーの森の駐車場へ戻った。ダイダラ坊の岩からは車道に直接降りる階段もあるが、分岐へ戻った方が楽しい。
柏へ帰る途中大谷石で有名な大谷町の平和観音を見学。鋸山に似た岩の切り出しあとが素晴らしい。

柏駅 18:00

ルート図 ■特記事項(コースの特徴・注意事項)
栃木県百名山､田園地帯に孤峰を誇り「でいたら
ぼっちが羽黒山に腰掛けて､鬼怒川で足を洗っ
た」伝説がある｡山頂からは日光連山の眺望が望
め､樹齢450年の夫婦杉は「とちぎ銘木百選」に選
ばれパワースットとしても人気のエリアです｡
■参加者SL:山本(尚)SL:山本(久)装備:西山　会
計:樫本　記録:吉川
■リーダーコメント
人気の宝登山を避けた早春先取り蝋梅ハイクで
す｡地味な印象の山ですが山中の羽黒神社は歴史
ある重厚な佇まい､地元に愛される一見の価値あ
る神社でした｡山頂付近からは冠雪の日光連山を
望み､見晴らしの良いロウバイ園の陽だまりで登
山者がお弁当を広げていました｡登山道は急登や
階段もありますが全般に歩き易く夫婦杉､ダイダ
ラ坊の岩へ立寄りと見所スポットもあり楽しい早
春ハイクの一日でした｡

帰　柏宿泊手段 費　用 1760円 集　合

カラッソの坂

ダイダラ坊の岩

 山 行 記 録 書 個人

日帰り

早春のロウバイ

ルート 尾根 経験者 氏名： 交通機関 車

山　名

ユッピーの森 東北道

登山口の住所：栃木県宇都宮市今里町

記録者 吉川 弘恭

羽黒山 山　域 氏家 山行目的

計画者 山本 尚徳

山行期間 2022/2/3

N

羽黒山神社は梵天祭り準備中 ダイダラ坊の岩 でかい 山頂は神社からやや下ったところ
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有り 人数 1

土 ～

小田代ヶ原の貴婦人 庵滝氷瀑 新雪の上を行く

記録者 大橋　宣子

山　名 日光小田代ヶ原　庵滝 山　域 日光山域 山行目的 氷瀑とスノーシュー

 山 行 記 録 書 個人 計画者 野田　久生

車

山行期間 2022/2/5 日帰り

ルート 尾根 経験者 氏名：小野寺 交通機関

日
程
・
コ
ー
ス

野田邸5:00⇒柏IC5:25⇒東北道⇒宇都宮IC6:50⇒清滝IC7:10⇒赤沼茶屋P7:45
P発8:30→小田代ヶ原→弓張峠9:45→庵滝10:50-11:20→弓張峠12:10→小田代ヶ原→赤沼P13:20
P発15:45⇒14:25やしおの湯15:20⇒清滝IC15:30⇒宇都宮IC15:55⇒流山IC17:50⇒GS18:15

走行距離：380㎞（往復）
高速料金：3420円（片道）

山行報告：柏から赤沼茶屋Pまで順調に到着。気温は－1℃　道路は除雪してあり、駐車場にはたくさんの車。ス
タートからスノーシューを装着。トレースがしっかりついている。積雪は１m、快晴で風がなく氷点下と感じな
かった。空気は澄み、小田代ヶ原の「孤高の貴婦人」と呼ばれる白樺が凛としていた。途中、アイゼン装着の一
行が軽快に追い抜いていくが、慣れる為に往路はスノーシューで進む。弓張峠を過ぎて右への急カーブを進むと
やがて前方に美しく輝く庵滝氷瀑の姿が木々の間から見え、思わず歓喜の声。近づくとアイスクライミングをし
ている。スノーシューをはずして、真下まで滑らないよう気を付けて行き、氷の芸術に感動。気温は－10℃位。
帰路は足元軽くスピードアップ。すれ違う団体が2組、さらに向かっていく人が増え、密を免れホッとする。新
雪の上を歩くと膝上まで沈み、雪玉で遊び、童心に返る。やしおの湯で温まり　帰路に、渋滞がなく予定より早
く柏に着く。

■特記事項(コースの特徴・注意事項)
１．近年有名になってきた氷結した庵滝までの雪
原のスノーシューを楽しむ。
２．雪原のため天候に注意する。
　　近年は見学者が多いためトレースが付いてい
るので迷うことはなさそうである。
■参加者（４名）
野田久生(CL)　小野寺万里子(SL.装備)
牧野安弘(会計)　大橋宣子(記録)

■リーダーコメント（野田）
庵滝までの行きはスノーシュー訓練、帰りは靴で
の雪原歩き訓練をしました。良い訓練になりまし
た。氷瀑に感動し、雪原歩きを十分に楽しむこと
ができました。今回は比較的楽なコースでしたの
で、次回はもっとハードなコースに挑戦したいと
参加者で思いました。そうしましょう。

柏　５時 帰　柏 18:15

ルート図

登山口の住所：栃木県日光市

宿泊手段 費　用 5800円 集　合

N

三本松茶屋

日光湯本方面

中禅寺湖方面

赤沼茶屋P

弓張峠

小田代ヶ原

戦場ヶ原

庵滝
国道120号
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有り 人数 2

金 ～

桝形山

至塩原

八方ヶ原

写真 写真

記録者 若林 康裕

スッカン沢 山　域 塩原・八方ヶ原 山行目的

計画者 吉武 興治

山行期間 2022/2/11

 山 行 記 録 書 個人

日帰り

名瀑を見る

ルート 尾根 経験者 氏名：小金井、吉武 交通機関 車

山　名

日
程
・
コ
ー
ス

5:50常磐道柏IC⇒常磐道矢田部IC⇒国道125号線⇒国道294号⇒国道408号⇒国道4号⇒8:30山の駅たかはら
9:10→9:45雷霆の滝→10:10咆哮霹靂の滝10:15→10:47スッカン橋→11:00雄飛の滝11:10→11:20素簾の滝
(昼食)11:40→12:05スッカン沢入口→13:25山の駅たかはら14:00⇒国道4号⇒国道408号⇒国道294号⇒常磐
道谷和原IC⇒17:00常磐道柏IC
（歩行時間4:15　含休憩）

■山行報告
前日の降雪によりかなりの積雪量。ただし訪れる人は多いようでトレースはしっかりとしている。そのため
チェーンスパイクでも通行可能であった。
遊歩道沿いに滝があるのだが、せっかくの氷瀑も雪をかぶってしまい雄飛の滝以外は迫力に欠けたが、雄飛の滝
の素晴らしさは圧巻であった。無数の凍ったツララが滝を取り囲んでいた。

柏駅 17:00

ルート図 ■特記事項(コースの特徴・注意事項)
前日の降雪により積雪量多め。
咆哮霹靂の滝から雄飛の滝間は途中の階段が崩壊
しているため本来は通行止め。

■参加者（名）
吉武(CL)、小金井(SL)、若林

 
■リーダーコメント
　今年になってから寒冷日が続き、氷瀑の出来栄
えは上々の出来と思われた。前日の雪に覆われた
氷瀑もあったが、当日は天候に恵まれ、小春日和
を感じながら氷瀑を見物し、楽しく一日を過ごせ
ました。

帰　柏宿泊手段 費　用 3,500円 集　合

登山口の住所：栃木県矢板市

NN

ⓈⒼ
山の駅たかはら

雄飛ノ滝

スッカン沢

咆哮霹靂の滝
N

ⓈⒼ
山の駅たかはら

雄飛ノ滝

スッカン沢

咆哮霹靂の滝

雷霆の滝

ツララの前で 圧巻の氷瀑
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2022 年 2 月 11 日(金)～13 日(日)―大滝根山・船形山・蔵王(熊野岳) 

前田 周祐 

木曜夜の降雪直後でしたが、南東北の三百、二百、百名山の雪歩きを快晴のもと堪能できました。 

 

① 2月 11日(金) 大滝根山（三百名山） 

自宅(前日)12:00⇒17:00道の駅「よつくら港」04:30⇒06:50仙台平駐車場 07:17→鬼穴登山口
07:26→08:19ブナ平→09:33大滝根山 09:37→09:39梵天岩→大滝根山 10:04→10:39ブナ平→
11:32仙台平駐車場⇒12:00星の村ふれあい館(温泉))12:30⇒17:00道の駅「おおさと」（車中泊） 

 

早朝は 5cmの積雪。慎重に山麓まで走らせ林道はタイヤチェーンで駐車場へ。スタッドレス車は登

れずＵターンされていた。駐車場は新雪 20～30cmなので最初からワカン。一旦下って登山口。踏跡は

雪で消えているが路形は明確なので迷うことは無い。ルートに倒れた笹の雪を落としながら進む。次第

に斜度があがり細尾根になるのでアイゼンを追加。鎖場が 2回出てくるが斜度はそれ程でもないので

慎重に行けば問題ない。しばらく膝下のラッセルで山頂の自衛隊基地のフェンスに出る。三角点は基地

の中だが神社裏 5m程に確認できた。その先、梵天岩に登ると青空が広がっている。下山後、温泉で汗

を流し仙台に向かうが暖かく午後雪はほぼ融けてくれた。 

 

    ルート図（概要）           山頂の風景林          三角点は自衛隊基地の中 

 

② 2月 12日(土) 船形山（二百名山） 

道の駅「おおさと」04:30⇒06:00升沢登山口駐車場 06:50→07:32旗坂平→09:30三光の宮

→10:34升沢小屋→11:44船形山 11:52→12:21升沢小屋→13:24三光の宮分岐→14:18 
旗坂平→14:44升沢コース登山口駐車場⇒竜泉寺の湯⇒17:30道の駅「村田」（車中泊） 

 
朝は道路の雪は融け乾いているがキラキラ氷が光るので慎重に山麓へ。最後 6kmほどはタイヤチェ

ーン装着。除雪最終点に 6台ほど駐車可。準備してスタート。前日の踏跡明瞭なので安心。旗坂平から

斜度が上がり踏み抜くと膝下なのでワカンを装着。踏跡は夏道とは違い山頂経由で進む場面もあるが

辿って登る。升沢小屋泊の単独男性が降りてこられ早朝はホワイトアウトだったので別の山を登って撤

退とのこと。途中テン泊の 4人組と単独もいるらしい。次第に踏み跡は減り、最後１ｋｍ近くはルーファイ

しながら膝下の自力ラッセル。升沢避難小屋に到着時は安堵とともに少々疲れが出た。小屋裏の急登

を登り、斜度が緩むと山頂の小屋が見えてくる。最後ひと登りで山頂に到着。山頂標識も小屋もエビが

驚くほど沢山。強風なので撮影したら下山します。直下で単独の男性と女性と連続スライド。2人とも私

のトレースを辿られた様子。下りは自分の踏み跡を辿って速い。登りの半分程で下山完了しました。 

 
    ルート図（概要）           山頂直下の急登         山頂標識のエビの尻尾（驚）   
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③ 2月 13日(日) 蔵王山（熊野岳・百名山） 

道の駅「村田」04:15⇒05:50すみかわスノーパーク駐車場 06:21→07:20ゲレンデトップ→
8:43剣ヶ峯展望所→08:53刈田岳避難小屋 09:28→09:33刈田岳→10:01馬の背→10:22 
熊野岳避難小屋→10:34熊野岳 10:40→11:01馬の背→11:27刈田岳→11:32刈田岳避難 
小屋 11:45→13:22すみかわスノーパーク駐車場⇒14:00遠刈田温泉「神の湯」15:30⇒18:00

道の駅「そうま」(車中泊)⇒(翌日)原子力災害伝承館⇒17:00帰宅 
 

アクセス最後の 5km程はタイヤチェーン装着。スキー場の登山者用駐車場で準備をし、ゲレンデ脇

を歩いて約 1時間でゲレンデトップ。赤テープから林間に入る。踏跡は雪で埋まっているが路形は判読

可能。快晴で周囲の地形も見えるので迷うことは無い。踏抜くのでワカンを装着し進むと所々昨日のトレ

ースが出てくる。車道を 2度超えた先はモンスターゾーン。本場の蔵王だけに大きく成長したモンスタ

ーが沢山。刈田岳への稜線は強風で凍えそう。刈田岳避難小屋に逃込むと宿泊のご夫婦が居てストー

ブで暖を取らせてもらう。石積みの古い施設だが灯油も常備され快適。意を新たに山頂へ向かう。刈田

岳神社の鳥居はエビがびっしり。御釜がクリアに見えテンションアップ。熊野岳避難小屋からはロープウ

エィ方面からの多数と合流。ここから山頂までは 10年前の 6月に強風と雨に吹かれ視界 10mを手を拡

げ飛ばされながら向かった懐かしいルート。今日も強風ながら快晴で気持ちいい。懐かしの山頂標識と

絶景を堪能したら下ります。下りもモンスターゾーンを通過しますが、下山はやはり早い。翌日は雪予報

のため山はキャンセルし、相馬市から福島第一原発北に開設された「原子力災害伝承館」の展示・動画

等を鑑賞し、当時を回想しつつ福島の一日も早い完全復興を祈りながら帰還しました。 

降雪直後でしたが 3日間とも快晴の雪歩きが堪能できました。 

 
ルート図（概要）         蔵王のスノーモンスター        色んな形に育っています 

 

 
熊野岳山頂に到着           御釜から刈田岳の稜線      刈田岳神社の鳥居のエビ 

 

 
下りもモンスターゾーン      快晴のいい歩きができました   原子力災害伝承館の消防車 
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有り 人数 1

月 ～

[crl+m]キーで山行計画書のルート図をコピーする

写真 写真

記録者

宝篋山 山　域 筑波山域 山行目的

計画者 吉川　弘恭

山行期間 2022/2/14

 山 行 記 録 書 

日帰り

リハビリ登山

ルート 尾根 経験者 吉川　弘恭 交通機関 車

山　名

日
程
・

コ
ー
ス

荒川沖西口（9:00）⇒（9:40）東城寺（9:50）→純愛峠（10:50）→（11:30）宝篋山山頂（12:00）→東城
寺（13:15）⇒牛久駅（15:00）

■山行報告
前日からの氷雨で東城寺まで車で行けるか心配だったが、幸運にも山の上だけ雪が積もっていて、楽しい山行と
なった。東城寺から山裾を巻いて、一の滝を過ぎると純愛峠へ急登するコースと谷筋を登るコースの分岐に至
る。今回は純愛峠から山頂を目指す。しばらく登ると積雪が現れる。道は左右に分かれるが、左へ進むと緩やか
な登りで純愛峠に達する。尖浅間から単独行の登山者が下ってくる。そのまま、常願寺コースを山頂へ進む。月
曜の雪模様に関わらず、極楽寺コースからは結構多くの人が登ってきていた。山頂から北側の林道を小町山方面
に向かうと、ほとんど人がおらず、積雪深は膝まで達し、楽しいラッセル。途中から、東城寺への谷コースに入
り、ゆるい傾斜の道を下ると一の滝を経て、東城寺まで静かな道である。【吉川】

前夜雪が降って、ほんとに登るの？と思いながら雪道を歩き始めた。樹林帯では木に積もった雪が温度の上昇で
溶け、みぞれか雨のように降り、合羽を着ようかと思うほど濡れた。頂上からは薄っすら雪化粧した筑波山が美
しく見え、まだ誰も侵入していない新雪にダイブして楽しんだ。下りは深い新雪があり、ちょっとしたラッセル
気分を味わった。こんなに近場の低山で、思いもよらず雪山が楽しめて本当に最高だった。【樫本】

荒川沖駅西口

ルート図 ■特記事項(コースの特徴・注意事項)
東城寺から宝篋山へのコースは登る人も少なく、
静かなコースで、ゆっくりと歩くには良いコース
である。危険な所もなく短時間で周回できる。

■参加者（2名）吉川、樫本

■リーダーコメント
麓では前日から降った氷雨は溶けて、道路も乾い
ていたが、中腹からは雪が残っており、樹林帯で
は木の上に雪がたまり、遠望すると粉砂糖を振っ
たケーキの様であったが、山頂部の吹き溜まりや
北側の林道では、膝上の積雪。ラッセル状態で、
用意したスパッツが役に立った。珍しい雪の宝篋
山で雪山気分を満喫した。

帰　柏宿泊手段 費　用 1,000円 集　合

N

筑波山も上だけ粉砂糖をまぶしたよう ラッセルだ山頂は雪だらけ
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クリアドベンチャース雪山登山講習 

 

202２年２月１９～２０日  

新潟県かぐらスキー場周辺 

 参加者：若林 ・小金井  

 

 クリアドベンチャースが主催する 1 泊 2 日の冬山登山講習に参加してきた。参加者は 10 名、雪山の基礎

的な講習が主だったが、復習も含めて学ぶことも多く充実した二日間であった。 

 

＜1日目＞ 

〇装備装着確認。 

講習場所となるゲレンデに到着後、ワカン装着のレクチャーが始まる。正直、今更？？？と思ったが、

私も含めて完璧に出来でいる人はいなかった。 

ワカンも微妙な調整が必要で、その調整をすることに外れにくくなるとのことであった。 

 

〇雪上歩行訓練。 

ワカンを履いたままピッケルを持っての緩斜面、急斜面の歩き方が始まる。講師の話は大変わかりやす

い。 

足の入れ替えであるが、入れ替えない歩き方では残った谷足でのバランス保持が崩れやすく、滑りや

すくなる。そのため山足を残して谷足をクロスさせるほうが安定するとのこと。 

ピッケルの持ち方も思っていたのは違ってピックを後ろにした持ち方が標準で、急斜面でダガーポジシ

ョンを取るのでなければピックは後とのことであった、理由として緩斜面での転倒はめったにないからとの

こと。実際ピックが後ろのほうが持ちやすい、 

 

〇雪上野営訓練。 

雪洞、ツエルト、テントから選べるが、参加者は皆雪洞泊ということで、ある程度の作り方を学び、それぞ

れ好きな場所に移動し雪を掘り始める。少しでも快適に眠れるように妥協しないでひたすら奥に掘っては

雪を掻きだす作業を 1 時間強、汗だくになりながらで完成。二人と

もなかなかの雪洞が出来上がった。 

実際に居住してみて感じたのは、出入りするための方向転換を

考えて空間を作らないとザックの物を取りだすにも苦労するというこ

と。また水平にすることも重要で傾くと敷いたシートも含めてすべて

が滑って行って快適性が損なわれるということ。 

温度的には寒いということもなく安心して眠ることができた。 

 

 

 

 

 

雪洞を掘る 
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 ＜2日目＞〇装備装着確認 

アイゼンのつけ方の講義。ワカン同様完璧に付けている人はおらず、何度もやり直しをさせられる人も

いた。私に至ってはベルト式のアイゼンだったため「話にならない」と一蹴さ

れてしまった。 

ワンタッチ、セミワンタッチ式の取り付けかたは思っていたよりもきつく止め

るということが重要であった。ソールとの隙間がない事、レバーはきつめに調

整することこのあたりができていない人が自分も含めて多かった。 

人気のグリベルのアイゼンは調整が 0.5ｃｍ刻みで靴によっては最適な調

整がしづらい事も数人が指摘されていた。 

 

〇滑落停止技術。 

まずは初動停止訓練。足から滑り落ちた時と前から転んで滑り落ちた時

の停止方法を繰り返し行う。その後は滑落を想定した訓練、ソリに乗って勢い

をつけて滑りそこから体勢を変えて停止させるもので、速度感もあり、

かなり怖かった。 

滑落停止は初動動作が肝心であり、ここは何回でも練習すべきと

のこと。実際にやってみるとスピードがついてからの滑落停止は基本

姿勢もままならず、衝撃も大きく時にはピッケルが飛ばされることもあ

った。 

初動での停止で必要なことは通常時の転び方同様手のひらをついて転倒 

すること。この際にピッケルは親指人差し指の二本で掴んでの雪面への突きであるがピッケルが離れ

やすいと思った。 

〇雪崩埋没捜索。 

ビーコンは今やBCだけでなく冬山を歩く登山者にも普及しつつある（願望）。ビーコンを使い、雪崩に

巻き込まれた人を捜索する訓練を行う。雪崩に巻き込まれたら 15分以内が生死を分ける、いかに的確に

埋没箇所を見つけ救出できるかがキーとなる。 

その後はプローブを使い実際に埋没した人を救助する訓練。 

ココヘリとビーコンは似て非なるもので用途が違うとのこと、ココヘリは広範囲からの捜索が可能である

が、特定できる範囲も広く雪の下に埋没した人を確定するには時間がかかる。ビーコンは電波の届く範

囲が狭く遠距離からの捜索は不可能であるが数十センチまでの特定が可能とのこと。 

個人的な感想だが、ココヘリもヘリコプターと連携した捜索があるからこそ威力を発揮すするのであっ

て、機器単独（イマココ）だけでは結局捜索は地上から会のメンバーが行うしかなく意味がないように思え

た。会でのココヘリ加入も考慮すべきではないかと思った。また会装備としてのビーコン購入も考慮する

のもいいのではないかと思った。 

〇その他 

泊まりのある講習会で温かい食事と入浴ができるのは実にありがたかった。 

講師の栗山氏はとても温厚な方で指導もわかりやすかったが実際の内容はハードであった。またガイ

ドとインストラクターの違いは、案内係と講師との違いということで上級インストラクターの資格を持つ栗山

氏はインストラクターを養成する講座も持っている。登山案内ではなく個人がスキルを上げて自主的な登

山ができるようにすることが目的とのこと。 

アイゼンの正しい調整方法を
教わる 

滑落停止訓練 
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無し 人数

月 ～

至 長七郎山

小沼
コ　ノ

写真 写真

記録者 山本 久美子

長七郎山 山　域 赤城山 山行目的

計画者 山本 尚徳

山行期間 2022/2/21

 山 行 記 録 書 個人

宿泊

氷瀑とアイスバブル

ルート 尾根 経験者 氏名： 交通機関 車

山　名

各所廻り 6時30分

ルート図 ■特記事項(コースの特徴・注意事項)
スノシューとアイゼン装着の何方か悩むコース､
事前情報はスノシュー装着でした｡当日は予想以
上の積雪､自己判断でアイゼン装着としました｡お
とぎの森から小滝への激下りにはアイゼン装着は
正解でした｡雪山計画は直前の天候で状況が変化
するので臨機応変な対応が必要です｡
■参加者（5名）
CL:山本尚　SL:記録:山本久　装備：荒井
会計:小野寺　救急:大橋
■リーダーコメント(山本尚)
厳冬期に各山の氷瀑便りが届きます｡
赤城山小沼の小滝氷瀑に興味が湧き出掛けまし
た｡当地の情報を収集してスノシューとアイゼン
の両方持参しましたが､急坂ではアイゼンが活躍
しました｡

帰　柏宿泊手段 費　用 4,700円 集　合

小沼駐車場Ｐ

○小滝氷瀑

柏IC6:00⇒外環道⇒関越道前橋IC⇒前橋赤城線小沼駐車場9:10着
駐車場発9:30→小沼→小滝氷瀑11:00→小沼→小沼駐車場⇒富士見温泉ふれあい館⇒帰柏6:30

■山行報告
赤城山麓に出現する見事な小滝氷瀑の情報を知り計画しました｡当初計画は長七郎山～小滝氷瀑～小沼コースで
したが､前日来の寒波で予想外の積雪と強風で小沼～小滝氷瀑へと変更しました｡小沼駐車場で装備を整え遊歩道
を横断して小沼氷上を歩きます｡強風に雪煙が舞い上がり時折アイゼン装着の登山靴が雪中にめり込みました｡小
沼を覆う積雪の多さに氷面は見れず､楽しみだったアイスバブルも雪の下でした｡小沼を縦断して長七郎山登山口
を過ぎ､おとぎの森は樹々に囲まれ強風はひと休みでした｡風雪に見え隠れのトレースですがピンクリボンが小滝
方面へ誘導していました｡スノーシューでは下れない急下降の先に幅50ｍ､高さ15ｍ(？)ほどの氷瀑が壁面の様に
広がっていました｡茶色の土が露出している部分もありましたが､まだまだ充分に見応えある迫力でした｡同じ
コースを辿り小沼駐車場へと戻りました｡雪山は事前情報と違う状況に適正な対応が求められると改めて学習し
ました｡

登山口の住所：群馬県前橋市富士見町赤城山

おとぎの森

迫
力
の
氷
瀑

小
滝
氷
瀑
に
感
動

日
程
・
コ
ー
ス

N
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無し 人数

金 ～ 土

写真 写真

日
程
・

コ
ー
ス

裏ダボススキー場ボトム（7:25）→奥ダボススキー場（8:25）→（9:15）奥ダボストップ（9:30）　→避
難小屋（10:15）→小根子岳下（11:15）→（11:40）根子岳山頂（12:10）→小根子岳下（12:25）→避難小
屋（12:35）→奥ダボススキーセンター（（12:50）

■山行報告
スキー場のリフトに頼っては支障が多くて、登山を全うできないことが分かったので、リフト運行前から、登行
開始する。リフト2本分登ると小ピークに達しここから、谷底へ下ると奥ダボススキー場のスキーセンターへ向
かうが、シールを外さず、北北東へ進む尾根伝いに林道を緩やかに登るとスキー場トップに達する。リフトで上
がってきた多くの人がスキーやスノーシューをつけてのツアー出発点となっており、スノーキャットの出発点で
もある。圧雪された広いコースを根子岳を目指してゆっくり登ると避難小屋を経て根子岳まで、標高差600mを約
2時間で登ることができる。天候に恵まれ、子供から年寄り、犬、まで、各々のスタイルで雪山を楽しんでい
た。中には、スノーキャットでパラグライダーを運搬し、山頂から空中散歩を楽しむ人もおり、かがりび山の会
でもいろいろな楽しみ方ができる雪山であると感じた。山頂はまさに360°絶景。近くは隣の四阿山から富士
山、南北アルプス、妙高、志賀、苗場、谷川、日光、浅間、八ヶ岳、美ヶ原まで本州中央部の山は一望のもとで
ある。

柏駅

ルート図 ■特記事項(コースの特徴・注意事項)
根子岳は古くからスキー登山の名所として知られ
ており、コースも整備され、避難小屋もあるた
め、危険はないが、ホワイトアウト時や深雪にに
は注意。現在では、スノーキャットによる運搬も
あり、多くの人が楽しんでいる。
■参加者（名）吉川　単独

■リーダーコメント
天候に恵まれ、コースもスノーキャットが走って
おり、明確で圧雪状態のため、アイゼン、スノー
シュー、スキー、スノーキャットといろいろな方
法で楽しんでいた。途中の避難小屋も屋根が出て
おり、利用可能であった。スキーはあまり上手で
はないので、根子岳直下を南にドロップできて、
西方向へ向かい、コースに戻ることができたが、
ホワイトアウト時には気を付ける必要があろう。

帰　柏宿泊手段 民宿 費　用 集　合

登山口の住所：長野県上田市菅平高原

山行期間 2022/2/25 2022/2/26

 山 行 記 録 書 個人

宿泊

トラッドスキー登山

ルート 尾根 経験者 氏名： 交通機関 バス

山　名

記録者

根子岳 山　域 浅間山山域 山行目的

計画者 吉川 弘恭

N

梯子山
1513m 小根子岳

2118m

四阿山
1513m

避難小屋
1760m

根子岳
2207m

的岩山
1745m

国道406号

ダボススキー場
1320m

スキー場トップにはスノーキャットも 避難小屋は半分雪の中

パラグライダーで空中散歩

ポモカのシール・ジルブレッタ

のビンディングに登山靴で
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2022 年 2 月 26 日(土)～27 日(日)―天園・大楠山、幕山 

前田 周祐 

 

関東百名山シリーズ、神奈川県に残った 3山を連登し 95座になりました。幕山の梅林も 7分咲きでし

たが楽しめ、真鶴岬の青い海と波も印象的でした。神奈川分県ガイドの 8山でした。 

 

① 2月 26日(土) 大平山・天園・鷹取山・畠山・大楠山（鎌倉アルプス～三浦アルプス） 

自宅 03:00⇒05:15北鎌倉駅⇒駐車場 06:15→07:15大平山→07:25天園 07:280→08:26朝比奈
切通し→10:14仏像壁画群→10:26鷹取山 10:55→12:27乳頭山→13:12畠山→14:57大楠山
15:14→16:24前田橋バス停⇒北鎌倉駅(車回収)⇒20:00道の駅「足柄・金太郎」（車中泊） 

 

友人を北鎌倉駅でピックアップし、付近の駐車場からスタート。鎌倉らしい寺社の街並みを通って登

山口。よく整備されたルートですが、鎌倉アルプスと呼ばれるだけに短いながら鎖場が 3回。富士山や

箱根の山々が朝陽で赤く染まっていました。天園で小休憩後、進みます。一旦市街地に出て、朝比奈

切り通し。鎌倉時代に切り開かれた国指定の史跡です。市街地の裏山的な稜線を進んで鷹取山。手前

の石切場（跡）に仏像壁画群がありました。鷹取山の眺望は 360度。富士は雲隠れでしたが丹沢等が綺

麗に見えていました。また市街地を抜け、乳頭山。この前後は田浦梅園とセット歩きの人が急増します。

畠山まで奥武蔵のように細かいアップダウンが連続します。最後市街を抜け大楠山へ。大勢が休憩中。

南の三浦富士まではトレランコースが伸びていますが、我々は、河津桜や梅花を楽しみながら、西側の

前田橋 BSへ下山。低山歩きでしたが、見処も連続し、小春日和を楽しむことができました。 

 

 
＜ルート概要＞             ＜朝陽に染まる富士＞      ＜鎌倉アルプス＞ 

 
＜鷹取山の仏像壁画群＞      ＜鷹取山へ直登ルート＞     ＜鷹取山の展望台と岩場＞ 

 
＜大楠山はゴルフ場の裏＞    ＜大楠山に到着＞        ＜河津桜が綺麗でした＞ 
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② 2月 27日(日) 城山・幕山・南郷山＋真鶴半島サイクリング（湯河原） 

道の駅「足柄」04:30⇒06:00湯河原駅傍Ｐ06:29→08:05城山→8:42しとどの窟→9:42湯河原
梅林→10:16幕山登山口→11:15幕山 11:25→11:50南郷山 11:51→13:05湯河原町ゆめ公

園⇒(サイクリング)⇒13:38ケープ真鶴 14:13⇒14:51駐車場⇒（温泉＋渋滞）⇒23:00帰宅 
 
日出直後にスタート。城山へは 1時間ほど車道歩きで、最後 15分程が山道です。城山山頂は眺望

がよく湯河原の海岸が朝陽で輝いています。北の椿台経由で「しとどの窟」という源頼朝一行が隠れたと

いう伝説の場所へ。更に下って幕山麓の湯河原梅林に到着。7分咲きですが、紅白や八重咲きの梅、

赤の濃いのや緑色の梅等も楽しめました。但し、人出多数で全くの観光地。幕山の山頂にも多数居ま

す。自鑑水という源頼朝伝説の残る場所を通って、南郷山へ。ここも多数ですが、50m程先に眺望よい

場所があり、しばし真鶴半島等海岸線の眺望を堪能しました、緩斜面を「ゆめ公園」まで下り、デポした

自転車にて真鶴岬へサイクリング。岬は海岸線まで歩道で降りられます。岬の先端の三ッ石へは干潮時

は渡れるそうです。海岸線と波を眼に焼き付けた後、湯河原駅傍Ｐへ戻りました。湯河原温泉の「みや

かみの湯」で汗を流し（源泉掛流しで新しく最高の施設でした）、真鶴周辺の大渋滞は大変でしたが、快

晴にも恵まれ、春爛漫の幕山と梅林、真鶴岬等が楽しめた大満足な山行になりました。 

 

 
＜ルート概要＞            ＜城山＞               ＜湯河原梅林は 7分咲き＞ 

 

 
＜各種咲いて見応えがあります＞ ＜紅白や八重の梅花も＞      ＜幕山に到着＞ 

 

 
 ＜南郷山に到着＞        ＜真鶴半島がクッキリ＞        ＜真鶴岬までサイクリング＞   
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有り 人数 2

日 ～

▲多峯主山271m

　雨乞池

▲天覧山197m

  能仁寺

 飯能市民会館P

写真 写真

記録者 横田 かすみ

天覧山・多峯主山 山　域 奥武蔵 山行目的

計画者 横田 かすみ

山行期間 2022/2/27

 山 行 記 録 書 個人

日帰り

低山ハイキング＆山ごはん

ルート 尾根 経験者 氏名：佐藤・横田 交通機関 車

山　名

日
程
・
コ
ー
ス

柏6:00⇒狭山日高IC⇒飯能市民会館P7:40
飯能市民会館8:15→能仁寺8:25→天覧山8:45→雨乞池9:30→多峯主山9:45→雨乞池10:10～12:10(山ご飯)
→飯能市民会館13:30

■山行報告
飯能市民会館から飯仁寺を過ぎすぐに多峯主山登山口がある。長い階段を登って行くと早朝発の登山者がどんど
ん下りてくる。すぐに天覧山の山頂に到着。広々とした山頂からは東京都心や奥多摩の山々が見える。そこから
多峯主山までの登山道は歩きやすい。途中の雨乞池は、鼻をつまみ息をとめて池を７周まわると龍が出るという
伝説があり若林氏と私が挑戦するがもちろん１周でダウン。多峯主山山頂からは期待の富士山は顔を出してくれ
ず残念だった。雨乞池に戻り本日のメインの山ご飯。メニューはすき焼きと締めにうどん。若林＆樫本コンビに
よる美味しい山ご飯はメニューも味も最高だった。

柏駅6:00 17:00

ルート図 ■特記事項(コースの特徴・注意事項)
子供でも歩き通せる奥武蔵ハイキングコース。超
低山ながらなかなかの展望スッポトである。

■参加者（名）
佐藤＝CL　横田＝SL・記録・会計
樫本＝食材　若林＝食材
■リーダーコメント
駅から近く、特に危険な個所もなくのんびり歩く
には大変良いコースと思います　　　　はやりの
山ご飯、豪華さにびっくりしましたが非常におい
しくいただきました

帰　柏宿泊手段 費　用 3,700円 集　合

N
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有り 人数

水 ～ 　

写真 写真

記録者 吉川 弘恭

丸沼高原 山　域 日光・白根 山行目的

計画者 吉川弘恭

山行期間 2022/3/2 　

 山 行 記 録 書 個人

日帰り

雪原散策と下見

ルート 尾根 経験者 吉川　弘恭 交通機関 車

山　名

日
程
・

コ
ー
ス

荒川沖（4:10）⇒圏央道⇒上里SA⇒沼田IC（6:30）⇒丸沼高原（7:40）⇒ロープウェイ山頂駅（8:55)→二
荒山神社（9:00）→岩（9:15 ）→血の池地獄分岐（9:40）→七色平分岐（10:10）→七色平（10:25）→弥
陀が池分岐（10:45）→賽の磧分岐（10:55）→血の池地獄分岐（11:15）→ロープウェイ山頂駅（11:45）
→丸沼高原センター（12:40）⇒沼田IC⇒赤城高原SA⇒寄居PA⇒つくば牛久IC

■山行報告
山頂駅そばの赤鳥居をくぐり、二荒山神社に立ち寄り、フェンスを抜けて日光白根への登山道に入る。トレース
の上に新雪が薄らと積もっているが、トレースははっきりしている。スノーシューコースの標識も整備されてい
る。樹林帯をしばらく行くと、七色平への50m程の登り、スキーでは厳しく、キックターンで突破。すぐに日光
白根に向かう分岐に達するが、本日は七色平へ。ここからはノートレースで、雪に埋もれた避難小屋の先はきれ
いな雪原。トレースの全くない樹林帯をゆるかに谷を下ると、ピンクテープがたくさん下がっている弥陀が池へ
の分岐に達する。方向を西に変えてさらに下ると雪原が現れる。血の池地獄で、ピングテープに誘われて進んで
いくと、朝通過したトレースに来てしまった。ワンデリングしたようである。そのまま、山頂駅まで戻った。

荒川沖

ルート図 ■特記事項(コースの特徴・注意事項)
丸沼高原スキー場のゴンドラを利用して、山頂駅
（1990ｍ付近）まで上がり、緩やかな起伏を進む
周回コースで、ほぼ平坦で危険個所は無いが目標
物がないので、道迷いに気を付ける。GPSとコン
パスを駆使すること。冬季ゴンドラから山へ入る
場合はココヘリ所持が義務となっている。
■参加者（名）
吉川弘恭
■リーダーコメント
天候に恵まれ、穏やかなスキー登山となった。主
要コースにはスノーシューコースの看板が設置さ
れており整備されているが、七色平から血の池地
獄はノートレースで、ピンクリボンのみ慎重に進
まないと迷いやすい。GPSと方位磁石が必須。高
低差は僅かなので、体力が少ない者でも容易。弥
陀ヶ池や白根山にも足を延ばせる。七色平への登
りのみ、直登が厳しく、キックターンを用いた。

帰　柏宿泊手段 費　用 15,000円 集　合

登山口の住所：群馬県利根郡片品村

N

丸池高原ゴンドラ
山頂駅 1990m

P2070m 賽の磧

血の池地獄

大広河原

七色平

避難小屋

P2133m 

P1992m 

至る日光白根山

スノーシューコースの看板 七色平避難小屋は足の下 七色平、ここからノートレース

道はどっちだ？
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人数 6

土 ～ 日

日
程
・
コ
ー
ス

3/5 一日目
柏4:00 ⇒　柏IC　⇒　松本IC　⇒　沢渡第二P⇒(タクシー)　⇒　中ノ湯温泉入口9:00　→　上高地トン
ネル出口10:00　→　大正池10:30→　上高地観光センター11:45　→　河童橋12:30　→　小梨平12:55　→
河童橋13:15　→　明神(山のひだや)15:10　（歩行時間約５時間）
3/6 二日目
明神(山のひだや)8:30 →　河童橋11:20 →　上高地観光センター11:35　→　大正池13:00 　→　上高地
トンネル13:25 →　中ノ湯温泉入口14:10　⇒　(タクシー)　⇒　沢渡第二P　⇒　流山IC　⇒柏20:10

■山行報告
3/5【１日目】
出発当時の天気は晴れ。二つのトンネルを越え上高地トンネル出口でアイゼン装着、左側に焼岳がドスンと聳え
立つ。少し歩いたところで、前方に穂高連峰がとがっているのが見える。「ググッグ」とアイゼンが食い込む音
が心地良い。
大正池、田代池を過ぎた所から樹林帯を歩いているように思えたが、実はまだ河童橋までバス道であるというこ
と。白樺があるのが他の樹林帯と違う雰囲気、さすがは上高地。
上高地観光センターでアイゼンからスノウシューに変える。冬山は忙しい。小生は兎に角、準備が遅い。課題
だ。
天気も晴れから曇りとなり。朝よりは薄暗くなってきた。
その後、河童橋から小梨平へと散策、小梨平ではテントが数張あり、あるグループがテントを張る処であった
が、テント内で宴しているところが想像出来る、彼らはそれだけでも上高地を満喫できる事と思う。
小梨平から河童橋まで引き返し、右岸から明神（山小屋）に向かう。途中で梓川の支流を渡った際、透き通った
水が流れ、その水中でゆれる藻が幻想的で感動した。昔、展覧会で観た大きな絵画「オフィーリア」を思い出し
た。
猿にも出逢った。後程、山小屋の御主人が「上高地の猿は過酷な環境に耐え忍んでいる」といっていたが、まさ
に10頭程のグループがそれぞれの木の枝に丸まっており風雪に耐え忍んでいるようだ。「猿のビバーク」を見
た。
三名のスノーシューが壊れるアクシデントが発生した。壊れたスノウシューは同時期に買ったものだそうで、経
年劣化で同時期に壊れるといった偶然ではなく科学的な現象に関心納得した。

山小屋までの最後の１時間がきつかった。スノーシューの影響だろうか、大腰筋あたりに違和感が発生しつつ山
小屋に到着。食事前皆が集まり談笑した。あかりはランタンが連なり透明なガラスに漂う火が柔らかく幻想的な
雰囲気の中、酒の失敗談等の話で盛り上がり、思い出という宝物ができた。「来てよかった」。

3/6【２日目】
皆、よく眠れたようだ。外は吹雪いているようだが、見晴らしはそんなに悪くなさそうだ。
今日の行程は、昨日のルートを戻るだけだ。
山小屋定番の朝食、お雑煮食べ、山小屋の方々の多大な協力を得てスノーシューを修理、装着できるようになっ
た。これでいけそうだ。
途中、スノーシューの故障だったり、落とし物で引返すアクシデントがあって河童橋まで多少の時間を要した。
「登山は人生の縮図」というが、辛い時も有り、感動も有り、時にはアクシデントも起きる、それらを協力し合
い乗り越えてゆかねばならないという意味もあるということなのだろう。
上高地観光センターを越えた処で、吹雪が顔にあたったが、それがなんでか気持ちいい。本当に気持ちいい。そ
こには高貴な自分がいる。この装備と体力を持ち合わせた者しか体験出来ない、崇高な味わいがそこには存在す
る。
と感慨に浸り歩いたところで、上高地トンネルに到着。スノーシューを外し中ノ湯温泉入口まで。

この度、一緒に山行して下さった方々に感謝致します。グループ登山を満喫できました。

ルート図 ■特記事項(コースの特徴・注意事項)
●スノーシュウで冬季通行止めの県道２４号（中
ノ湯温泉入口～上高地）を通って上高地に入り、
明神「山のひだや」に一泊。翌日、上高地を散策
して、往路を戻るプラン。冬季仮設トイレが数か
所設置されている。
●大雪の場合、県道２４号のトレースが無くなる
危険あり。上高地トンネル出口から先で雪崩の要
注意箇所あり。釜トンネルはヘッテン必須。
●コロナ対策として、シュラフ又はインナーシー
ツ持参のこと。

■参加者（名）
荒井(CL) 山本尚徳(SL) 山本久美子
水落 小野寺　国友

■リーダーコメント
「冬の上高地を堪能する」という今回のミッショ
ン。度重なるアクシデントにもめげず、参加メン
バーは腹八分目の満足はえられたものと思いま
す。参加メンバーの皆さん、お疲れさまでした。
そして、ありがとうございました。

帰　柏宿泊手段 山小屋 費　用 25,560円 集　合

登山口の住所：松本市上高地

山行期間 2022/3/5 2022/3/6

 山 行 記 録 書 個人

宿泊 一泊二日

上高地スノーシュウハイキング

ルート 経験者 氏名： 交通機関 車

山　名

記録者 国友　和洋

上高地 山　域 北アルプス 山行目的

計画者 荒井 一昭

N

N

六百山

霞沢岳

焼

岳
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写真 写真

■山行報告
3/5【１日目】
出発当時の天気は晴れ。二つのトンネルを越え上高地トンネル出口でアイゼン装着、左側に焼岳がドスンと聳え
立つ。少し歩いたところで、前方に穂高連峰がとがっているのが見える。「ググッグ」とアイゼンが食い込む音
が心地良い。
大正池、田代池を過ぎた所から樹林帯を歩いているように思えたが、実はまだ河童橋までバス道であるというこ
と。白樺があるのが他の樹林帯と違う雰囲気、さすがは上高地。
上高地観光センターでアイゼンからスノウシューに変える。冬山は忙しい。小生は兎に角、準備が遅い。課題
だ。
天気も晴れから曇りとなり。朝よりは薄暗くなってきた。
その後、河童橋から小梨平へと散策、小梨平ではテントが数張あり、あるグループがテントを張る処であった
が、テント内で宴しているところが想像出来る、彼らはそれだけでも上高地を満喫できる事と思う。
小梨平から河童橋まで引き返し、右岸から明神（山小屋）に向かう。途中で梓川の支流を渡った際、透き通った
水が流れ、その水中でゆれる藻が幻想的で感動した。昔、展覧会で観た大きな絵画「オフィーリア」を思い出し
た。
猿にも出逢った。後程、山小屋の御主人が「上高地の猿は過酷な環境に耐え忍んでいる」といっていたが、まさ
に10頭程のグループがそれぞれの木の枝に丸まっており風雪に耐え忍んでいるようだ。「猿のビバーク」を見
た。
三名のスノーシューが壊れるアクシデントが発生した。壊れたスノウシューは同時期に買ったものだそうで、経
年劣化で同時期に壊れるといった偶然ではなく科学的な現象に関心納得した。

山小屋までの最後の１時間がきつかった。スノーシューの影響だろうか、大腰筋あたりに違和感が発生しつつ山
小屋に到着。食事前皆が集まり談笑した。あかりはランタンが連なり透明なガラスに漂う火が柔らかく幻想的な
雰囲気の中、酒の失敗談等の話で盛り上がり、思い出という宝物ができた。「来てよかった」。

3/6【２日目】
皆、よく眠れたようだ。外は吹雪いているようだが、見晴らしはそんなに悪くなさそうだ。
今日の行程は、昨日のルートを戻るだけだ。
山小屋定番の朝食、お雑煮食べ、山小屋の方々の多大な協力を得てスノーシューを修理、装着できるようになっ
た。これでいけそうだ。
途中、スノーシューの故障だったり、落とし物で引返すアクシデントがあって河童橋まで多少の時間を要した。
「登山は人生の縮図」というが、辛い時も有り、感動も有り、時にはアクシデントも起きる、それらを協力し合
い乗り越えてゆかねばならないという意味もあるということなのだろう。
上高地観光センターを越えた処で、吹雪が顔にあたったが、それがなんでか気持ちいい。本当に気持ちいい。そ
こには高貴な自分がいる。この装備と体力を持ち合わせた者しか体験出来ない、崇高な味わいがそこには存在す
る。
と感慨に浸り歩いたところで、上高地トンネルに到着。スノーシューを外し中ノ湯温泉入口まで。

この度、一緒に山行して下さった方々に感謝致します。グループ登山を満喫できました。
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無し 人数

日 ～

写真 写真

記録者 吉川 弘恭

足尾山 山　域 筑波山系 山行目的

計画者 吉川　弘恭

山行期間 2022/3/6

 山 行 記 録 書 個人

日帰り

健脚祈願のリハビリ登山

ルート 尾根 経験者 交通機関 車

山　名

日
程
・

コ
ー
ス

荒川沖西口（8:00）⇒（8:50）みかげスポーツ公園（9:00）→そぼろ台分岐（10:00）→きのこ山
（10:30）→（11:25）足尾山（11:40）→きのこ山分岐（12:15）→そぼろ台（12:30）→みかげスポーツ公
園（13:05）

■山行報告
つくばから真壁へ向かう県道41号線を北上し、筑波高原キャンプ場への分岐をさらに進むとみかげスポーツ公園
やライフル射撃場の看板がある信号を右折し、5分ほどで、オフロードパーク方面へ左折し、道なりに登ってい
くと公園駐車場に達する。センターの裏側から登山道が始まるので、きのこ山方面への標識に沿って、南東の尾
根をゆっくり登る。途中で、林道を横切りさらに登るときのこ山直下の舗装道路に出る。三角点は舗装道路から
100m程は行った四阿の先。稜線上の舗装道路を進んで、足尾山神社の分岐に達すると5分程で神社。神社には履
き古した多くの靴が奉納されていた。神社で膝・足首の回復を願い石段の山道を10分程で山頂の石垣に着く。帰
りは来た道を駆け下りた。

荒川沖西口

ルート図 ■特記事項(コースの特徴・注意事項)
南に湯袋峠を挟んで、筑波山。北は一本杉峠を挟
んで、加波山へ続き、さらに北上すると雨引山、
岩瀬駅まで続く筑波連山縦走路の一角を占める山
で、足尾山は足の病を治す神社が奉られているの
で、膝、足首の捻挫からのリハビリ登山を行う。

■参加者（2名）吉川、樫本

■リーダーコメント
筑波山の北に連なる山系で上曽峠や一本杉峠から
ではなく、山腹のみかげスポーツ公園から登る
ルート。稜線上は舗装道路となってしまうので、
登山らしくないが、山腹からのコースは登山道で
なかなか楽しいコース。稜線まで上がると、随所
にパラグライダーの離陸スロープがあり、視界が
広くて景色が良い。標高差も500m程度で足慣らし
にはちょうど良かった。

帰　柏宿泊手段 費　用 1,000円 集　合

登山口の住所：茨城県桜川市真壁町

N

足尾山

きのこ山

一本杉峠

みかげスポーツ

県道41号筑

県道281号
大塚真壁線

県道７号石
岡筑西線

上曽峠

きのこ山までは道標がある 神社の「草鞋奉納所」には

大量の靴が奉納
足尾山山頂には立派な石垣
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有り 人数 1

月 ～ 木

写真 写真

記録者

西大巓・東大巓 山　域 吾妻連峰 山行目的

計画者 吉川　弘恭

山行期間 2022/3/7 2022/3/10

 山 行 記 録 書 個人

宿泊

スキー登山

ルート 尾根 経験者 吉川弘恭 交通機関 電車

山　名

日
程
・
コ
ー
ス

3月8日：天元台スキー場ボトム（6:52）→北望台（8:30）→かもしか展望台（9:20）→大凹（9:30）→天
狗岩（10:05）→西吾妻山（10:30）→（10:50）西吾妻小屋（11:05）→天狗岩（11:20）→大凹（12:00）
→北望台（13:30）→天元台ボトム（13:45）
3月9日：天元台スキー場ボトム（6:50）→北望台（8:40）→小凹（9:50）→藤十郎（10:25）→弥兵衛平
（10:50）→（11:30）東大巓（12:00）→弥兵衛平（12:30）→藤十郎（12:50）→小凹（13:10）→スキー
場トップ（15:50）→スキー場ボトム（16:10）

■山行報告
1月のスキーは大雪と天候不良でスキー場もリフトが止まり、計画を全く遂行できなかったので、今回はリフト
をあてにせずにスキー場ボトムからハイクアップし、入山口の北望台まで約500mを1時間半位で登り、トレース
の無い山に入っていった。方位と距離をインプットして、ハイクアップしてほとんど中大巓山頂にすすみ、かも
しか展望台に着くと、天狗岩とその先の西吾妻が近くに見えた。シール装着のまま、少し下り大凹を経て雪に埋
もれた天狗岩を経て、緩やかに登って、西吾妻山頂に達する。下りに自信ないので、すぐ下の避難小屋までずり
降りる。シールを外して滑降するも転倒してもがく。中大巓の下りはスキーを担ぎ、ツボ足であとから来たス
ノーシューのトレースを利用させてもらった。
東大巓も、登りは順調。小凹からの帰りは、シールを外して中大巓の北側をほぼ水平にトラバースする計画だっ
たが、大きなツリーホールに阻まれ、大苦戦を強いられる。わずか1㎞を3時間近く懸かってしまった。面倒でも
再度シールを付けて、ゆっくり進めば良かったと後悔するが、何とかスキー場トップにたどり着くことができ
た。

柏駅

ルート図 ■特記事項(コースの特徴・注意事項)
天元台スキー場のリフトはあてにならないので、
スキー場ボトムからシール装着ハイクアップ、天
狗岩、西吾妻山を経て、西大巓を往復。翌日は北
望台から東大巓往復。平坦地で、雪崩の危険はな
いが、平坦なので、目標物がなく、方向を失いや
すいので、あらかじめ、GPSと、地図読みの復習
をしておく。

■参加者（名）吉川

■リーダーコメント
天候に恵まれ、スキー登山を楽しむことができ
た。不整地でのスキー滑降はへたくそなので滑降
で転んだり、ツリーホールに落ち込んだりしてい
ろいろ経験を詰めた。スキー場ボトムからのハイ
クアップだったので、減量には役に立った。ト
レースがほとんどなく、雪山を満喫できた。

帰　柏宿泊手段 民宿 費　用 45000円 集　合

登山口の住所：山形県米沢市李山

N

西大巓

西吾妻

天元台高原

北望台

西吾妻小屋

弥兵衛平

明月荘

東大巓
1928m

大笠山
1212m

湯元

県道2号
西吾妻スカイ

雪に埋もれた西吾妻避難小屋の前で ゴジラのようなスノーモンスター 天狗岩の社は凍り付いていた
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無し 人数

火 ～

▲

写真 写真

記録者 有賀 秋男

四阿屋山 山　域 長又･三峰 山行目的

計画者 山本 尚徳

山行期間 2022/3/8

 山 行 記 録 書 個人

日帰り

秩父紅

ルート 尾根 経験者 氏名： 交通機関 車

山　名

日
程
・
コ
ー
ス

朝家を出る時は小雨が降っていましたが道の駅両神温泉に着いた頃には日が差す良い天候となりました｡両
神温泉駐車場から四阿屋山(あずまやさん)山頂を目指してスタートです｡薬師堂を過ぎた日当たりの良い場
所へ着くと長寿と幸福を呼ぶ黄色の福寿草の群生地が鹿除けネットに囲われていました｡黄色い蝋梅と紅梅
のコントラスト､暖かい日差に春を先取り気分でした｡幻とも言われる幸せを呼ぶ固有種のオレンジ色秩父
紅(ちちぶくれない)も期待通りに発見して満足でした｡階段状の急登を登ると山頂直下はハイキング道から
険しい岩場と鎖場へと変貌しました｡枯葉の下に残る凍った箇所を滑らない様に慎重に登りました｡山頂か
らは両神山をはじめ秩父の名峰が望めました｡往路は薬師堂コースを､復路は鳥居山コースを下山して四阿
屋山を周回して期待通り花の名山を楽しみました｡

■山行報告
柏駅発6:10⇒外環道⇒関越道花園IC⇒皆野寄居有料道路⇒道の駅両神温泉
道の駅発9:35→薬師堂コース→福寿草自生地･蝋梅･紅梅･秩父紅→両神神社奥社11:30→四阿屋山山頂12:20→両
神神社奥社→鳥居コース→道の駅両神温泉⇒帰柏18:30

柏駅西口6時 18時半

ルート図 ■特記事項(コースの特徴・注意事項)
福寿草の名所として知られる四阿屋山､花のイ
メージが強いですが山頂付近は急登の岩場とクサ
リ場となり注意が必要です｡山頂からは両神山な
ど秩父の名峰を望みます｡
固有種の秩父紅を観る幸運を期待したいです｡
■参加者（4名）
CL：山本尚　SL･会:山本久
装/救:高野　記:有賀

■リーダーコメント(山本尚)
花の見頃の計画でした｡希望通り秩父紅が観られ
て幸運でした｡コースの殆どが歩き易いハイキン
グコースですが頂上直下の岩場､クサリ場は慎重
さが必要でした｡山頂からの眺望も良く､お天気に
恵まれ足並みの揃った楽しい陽だまりハイクでし
た｡

帰　柏宿泊手段 費　用 3,300円 集　合

両
神
神
社
奥
社

鳥居山コース
Ｐ
道
の
駅
両
神
温
泉

四阿屋山
771.6Ｍ

福寿草･蝋梅 薬師堂コース

つつじ新道

登山口の住所：埼玉県秩父郡小鹿野両神

両
神
神
社
　
山
頂

固
有
種
の
秩
父
紅

(

ち
ち
ぶ
く
れ
な
い

)

N
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2022 年 3 月 11 日(金)～12 日(土) ― 三瓶山・氷ノ山（中国地方の二百名山） 

前田 周祐 

岡山出張の機会に中国地方に残った二百名山２座を登ってきました。ともに残雪歩きが楽しめました。 

 

① 3月 11日(金) 三瓶山（女三瓶山・男三瓶山・子三瓶山・孫三瓶山・大平山） 

岡山空港(前夜)19:00⇒22:00道の駅「布野」(車中泊)05:30⇒06:20三瓶山・東の原登山口
06:40→7:47女三瓶山→09:24男三瓶山→11:09子三瓶山→11:51孫三瓶山→12:41大平山→

13:30東の原登山口⇒(三瓶温泉・三瓶バーガー）⇒米子⇒19:00道の駅「西いなば」（車中泊） 
(歩行時間：6時間 50分(休憩約 1時間込)) 
 

東の原登山口には広い駐車場があり 1台目。営業前のスキー場リフト下を歩く。リフトトップが登山

口。踏抜くのでワカンを装着。幅広のジグザグルートですぐ女三瓶山。男三瓶山が眼前に大きく、子・孫

ファミリーもぐるり一望。男三瓶山へのルートは数年前に崩壊し開通直後らしいので慎重に。前半は鎖

場 3か所とも鎖が出ているので問題無し。柔雪のシュルンドで 1度あっという間に腰までハマり抜け出

すのに苦労した。その先、雪のトラバースに気を遣うところがある。急斜面の柔雪トラバースが山頂直下

100m程続くので、細枝を掴んだり雪に指を突っ込んだり、足場を作りながら慎重に。男三瓶山の山頂

広場に飛び出すと山頂は丘の上。展望台からは日本海の海岸線が綺麗に見渡せた。今日 3月 11日

は 11年前に東日本大震災が起きた日。山頂で東北の方角を向いて一礼し黙祷。子三瓶山へは一旦

下って登り返しだが、柔雪で滑るので時間がかかる。鞍部で一息。子三瓶、孫三瓶へは 100m～150m

程のアップダウンが連続。最後大平山までは緩斜面歩きだが、昼で踏抜き多発。大平山の東屋で地元

の方と立ち話。下山後、お勧め頂いた三瓶温泉と三瓶バーガーを堪能し、翌日の氷ノ山に向け、米子

方面へ向かいました。夕方、伯耆大山が存在感絶大で綺麗に見えました。 

 
＜ルート概要＞           ＜女三瓶山（めさんべ）＞      ＜男三瓶山（おさんべ）＞   

 
＜右は子三瓶山、左は孫三瓶山＞  ＜男三瓶途中の細尾根＞  ＜男三瓶直下のトラバース①＞  

 
＜柔雪の急斜面トラバース②＞   ＜男三瓶山に到着！＞       ＜子三瓶山＞ 
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② 3月 12日(土) 氷ノ山 

道の駅 05:30⇒0645氷ノ山スキー場 08:05⇒リフトトップ 08:32→09:29三ノ丸休憩所→09:38
三ノ丸→10:28氷ノ山山頂 10:31→10:35 こしき岩→11:16氷ノ山越→11:31木原八丁→(携帯
捜索 1時間弱)→12:51わかさ氷ノ山キャンプ場登山口→13:40第一駐車場⇒（湯郷温泉）⇒

17:00岡山空港 19:00⇒羽田⇒22:00自宅  (歩行時間：5時間 08分(休憩約 0.5時間込)) 
 
リフト開始 8:00でリフトトップ 8:30スタート。結構な急登なので最初からワカンを装着。予報に反して

視界 20mのガスだが雪庇は見分けられるので注意して登る。1時間で三ノ丸。ここからはスノーシュー

天国な緩斜面。更に 1時間で氷ノ山山頂に到着。相変わらずのガスだが山頂避難小屋を覗くと 2名が

休憩中。その先、視界悪く「こしき岩」の上に出てしまったが、手前右急降下が正解。細いトラバースが

100m続くが昨日の三瓶山直下のトラバースの方が気を遣った。多くが登って来られる。1時間弱で氷ノ

山越。小屋の裏から急降下。踏み跡を辿るが少し北にズレたので強引に踏み跡の無いバージンスノー

な稜線を越える。しかしその先は急降下。柔雪で 10m程滑り台。何とか下り切ったところで携帯を落とし

たことに気付き、折角下った 150mの急斜面を滑りながら登り返す。見つからず下ってきたら先ほどの滑

り台でまたもプチ滑落。と、雪に埋まっていた携帯が掘り起こされた。今時、携帯無ければ不自由なの

で、ホント助かりました。下山後、鳥取の温泉は蔓延防止期間は県外お断りらしく、岡山の三本指に入る

という湯郷温泉で汗を流し、岡山空港から帰還しました。2日間、いい残雪歩きが堪能できました。 

 
＜ルート概要＞           ＜リフトトップからスタート＞     ＜雪庇の脇を登ります＞ 

 
＜三ノ丸＞                ＜氷ノ山山頂に到着＞      ＜こしき岩のトラバース＞ 

 
＜氷ノ山越からは急降下＞    ＜ラッセルでルート修正＞     ＜キャンプ場に出ました＞ 
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2022年 3月 12日（土）信州湯ノ丸山、烏帽子岳雪山山行記録 

                                  野田久生 作成 

寒かった冬も過ぎ去り急に暖かくなってきたこの頃、湯ノ丸山に雪山を楽しみに行く。当日 

現地快晴無風の絶好の登山日和となった。関東でもこの日 20℃になった。 

 

野田自宅 5:00⇒柏 IC5:20⇒（関越道鶴ヶ島 IC付近渋滞）⇒小諸 IC8:10⇒地蔵峠 P着 8:30 

Ｐ発 9:00→中分岐 9:25-9:30→鞍部 10:05-10:10→烏帽子岳山頂 10:55-11:05→小烏帽子岳 

山頂 11:20→鞍部 11:45-11:50→湯ノ丸山山頂 12:45→北峰 13:00-13:15→湯ノ丸山 13:30 

→（下山）→鐘分岐 14:00→地蔵峠Ｐ着 14:25      【所要時間：5時間 25分】 

Ｐ発 14:50⇒小諸 IC15:10⇒柏 IC18:00⇒GS18:30解散  【総走行距離：457㎞】 

 

参加者 CL:野田久生、SL:小金井由紀子（車）、会計:小野寺万里子、装備:若林康裕 

会 費 5500円  高速料金：6900円 

 

暖かな早朝柏出発、途中少し渋滞するが大きく遅れずに地蔵峠Ｐに着く。駐車場はスキー客

の車でほぼ一杯。準備をして快晴の中出発。鞍部まではほぼ平らな登山道である。ここより

烏帽子岳がよく見える。稜線までほぼ直登する。ここよりの眺めは 360度素晴らしい。眺め

を楽しみながら少し登ると烏帽子岳山頂に着く。快晴無風暖か。景色を十分楽しんだ後小烏

帽子岳に立ち寄り、鞍部に戻る。ここから湯ノ丸山までの登りが結構きつかった。山頂は一

部岩が出ている。少し先の北峰まで雪の回廊を歩く。北峰で一休み。遠くに北アルプス、草

津、万座方面、八ヶ岳、雪が少ない浅間山等景色を堪能する。山頂付近積雪 1m程度か。 

一休み後、雪を楽しみながら一気に下山する。最後に 

スキー場を横断して駐車場に着く。疲れたが天候に 

恵まれ十分に雪山を楽しむことができた。（野田記） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

登山口の住所：長野県東御市

湯の丸山2101m

北峰2098m

烏帽子岳2065m

鞍部 地蔵峠P

小諸IC方面

水平道
快晴の烏帽子岳山頂 2065m 

リーダーコメント（野田） 

絶好の天気に恵まれ、楽しい雪山山行となりました。 

湯ノ丸山の登りがきつく体力不足を感じました。 

比較的安全な雪山なので、今後も訪れたい山です。 

湯ノ丸山山頂 2101m 後ろ浅間山 
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無し 人数

木 ～

写真 写真

日
程
・
コ
ー
ス

柏IC　5:30⇒那須IC　7:30⇒マウントジーンズスキー場駐車場　8:00⇒着替え・準備
ゴンドラ乗り場　8:30⇒ゲレンデトップ　9:00Ⓢ→中の大倉尾根→清水平　10:30→三本槍岳　11:15→清
水平11:45　（休憩）12:15→中の大倉尾根→ゴンドラ山頂駅　13:00Ⓖ⇒ゴンドラ乗り場　　13:30
⇒（鹿の湯で一浴・往路もどり）⇒柏　17:30

   （所要時間：約4時間）

■山行報告
今回の山行は風との戦いでした。当日天気は良く晴れて良い山行日和と思われましたが、マウントジーンズス
キー場の駐車場につくなり風の強さにびっくり。山頂駅でアイゼンに履き替えてスタート。林道の間はさほど風
もなく逆に歩いていると暑いくらいだった。しかし中大倉尾根に出ると風を遮るものがなく急に風が強くなる。
強風にあおられながらも景色は良く、左に茶臼岳、朝日岳の雄大な姿を臨みながら気持ちの良い歩みであった。
清水平からの最後の登りは風に体を持っていかれないようにかがみながらやっとの思いで登頂。頂上は、”気持
ちの良い”なんて言ってられないほどの強風で、写真を撮るのがやっとでした。風をよけられる場所で休憩を取
り、物凄いスピードで下りました。行きの駐車場までの道でリスが車の前を横切りました。動物の姿も見られ、
少し春の訪れも感じられる山行でした。

柏IC　5:30 17:30

ルート図 ■特記事項(コースの特徴・注意事項)
マウントジーンズスキー場ゲレンデトップから中
の大倉尾根を通って三本槍岳までピストンするプ
ラン。危険個所は少ないが、天候が悪いときの道
迷いや転倒・滑落に要注意。

■参加者（3名）
荒井　一昭（CL)
小金井　由紀子（SL)
小野寺　万里子（記録、会計）

■リーダーコメント
快晴、暴風の中、那須岳最高峰の三本槍岳を往復
した。那須ブルーと白い雪山とのコントラストが
絶妙で、楽しい山行になりました。健脚の小金井
さん＆小野寺さん、おつかれさまでした。そし
て、ありがとうございました。

帰　柏宿泊手段 費　用 6,400円 出　発

登山口の住所：栃木県那須郡那須町大島

 山 行 記 録 書 個人

日帰り

冬の三本槍岳を登る

ルート 尾根 経験者 氏名： 交通機関 車

山　名

＊三本槍岳山頂にて＊ゴンドラ乗り場へいざ出発‼

記録者 小野寺 万里子

三本槍岳 山　域 那須連峰　 山行目的

R4.2.24 計画者 荒井 一昭

山行期間 2022/3/17

N

ⓈⒼ

赤面山

マウント

ジーンズ

スキー場

三本槍岳

1917ｍ

中の大倉尾根

朝日岳

茶臼岳
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無し 人数 0

木 ～

写真 写真

記録者 山内 桂子

生瀬富士・月居山 山　域 奥久慈 山行目的

計画者 佐々木 勲

山行期間 2022/3/17

 山 行 記 録 書 個人

日帰り

変化に富んだ低山を味わう

ルート 尾根 経験者 氏名： 交通機関 車

山　名

日
程
・
コ
ー
ス

柏[6:20]⇒袋田の滝駐車場[8:40]
P[9:00]➡登山口[9:15]➡生瀬富士[10:35][10:55]➡立神山➡袋田の滝展望[11:36]➡四差路➡滝川渡渉点
[12:27][13:00]➡研究路出会[13:20]➡月居峠[14:00]➡月居城址[14:10][14:15]➡月居峠[14:25]➡月居山
登山口[14:35]➡P[14:58]

　
コースタイム：6:11
標高差　747メートル
走行:約300Km

■山行報告    民家の横から登山道に入る。最初はなだらかに登る。傾斜が出て来てしばらく行くと滑りやすい
斜面なる。ロープが固定してあって、ロープを頼りに登る。突然ロープが下がった岩に出る。躊躇していると足
取りの軽やかなオジサンに出会う。「この岩を登ります。」と言われて、恐々岩を越える。しばらく悪路を行く
と、生瀬富士の標識があった。３方向に道が別れている。一本はジャンダルムと言われる大きな岩に行くらし
い。大きな岩が見えた。急坂を下り、縦走路に出る。遠くに袋田の滝が見える。滝を見下ろして下ると渡渉点に
出る。水量が少ないので渡れた。滝の上部でランチを取る。その後、月居山目指す。階段が多い。ちょっと派手
な観音堂でお参り。月居峠に出る。１０分登ると月居山。もう一度峠に戻って駐車場まで戻る。袋田の滝周辺の
人家を上から見下ろしてジオラマの様な景色を楽しみ、低山だが、変化に富んだ山を味わいました。

柏駅 18時

ルート図 ■特記事項(コースの特徴・注意事項)
名瀑、袋田の滝を上から覗く。低山ながら変化に
富んだ登山道を楽しめる。渡渉点がある。

■参加者（4名）
佐々木勲、西嘉山哲二、高橋宣子、山内桂子

■リーダーコメント
マンボウ（蔓延防止）の21日迄の延長で6日北
八ヶ岳、19日高鈴山の中止が決まり、本計画急遽
決定。天候に恵まれ平日という事もあり登山者少
なく絶好な日和でした。特にここ1か月雨量が少
なく滝上部の渡渉が楽にできた事、急坂のロープ
もしっかり利用できた事、密かに期待してた蕗の
薹も摘み取りできた事、一致協力無事下山でき同
行者のお蔭です。大変有難う、感謝です。（佐々
木）

帰　柏宿泊手段 費　用 3,220円 集　合

N

■駐車場(S)
▲月居山(404)

滝川

登山口■

■四差路

■

研究路出会

■

袋田の滝

■月居峠

▲立神山

▲生瀬富士(406)

▲小岩峰

滝川渡渉点

■
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2022 年 3 月 20 日(土)～21 日(日) ― 大佐飛山（天空の回廊でテント泊） 

前田 周祐 

① 3月 20日(土)～21日(日) 大佐飛山（+百村山・山藤山・黒滝山・西村山・大長山） 

<前日>自宅 17:00⇒19:00道の駅「やいた」(車中泊) 04:45⇒05:30光徳寺<1日目>06:00→8:00百
村山→08:50三石山→09:41サル山→10:27山藤山→11:18黒滝山→11:47西村山→13:26大長山
（テン泊）<2日目>06:31→07:40大佐飛山 07:52→08:50大長山 09:53→11:12黒滝山→13:35百村
山→15:00光徳寺⇒（板室温泉）⇒20:00自宅   (歩行時間：7:26(休憩 1h込)+8:29(休憩 1.5h込)) 

<1日目>今年は雪が多く、新登山口まで登れないため、麓の光徳寺スタート。百村山から三石山は昨

年 3月末は夏道だったが、今年は雪の下。踏抜くのでワカン装着。新登山口方面からの踏み跡が 1名

（下の巡視路からと判明）。山藤山への急登は木の枝やロープを掴んで何とか押し上げる。黒滝山への

急登は頑張り所。頂部右側にひっそり黒滝山標識がある。一旦下って登り返すがテープ探しながら藪漕

ぎ区間。西村山、大長山へは時折細尾根もあるが雪庇歩き。暴風のためウエア調整。大長山手前で本

日初の方と交差。お互いを労い合う。大長山先の「天空の回廊」が見渡せる場所で少し早いがテン泊す

ることに。風の除けられる木の窪地をショベルで整地し設営。翌日の水を作って夕食と酒タイム。夕方、

風は収まり天空の回廊や大佐飛山等がオレンジに染まっていた。 

<2日目>翌朝、ほぼ無風の快晴。大佐飛山へのトレースに昨夜の雪が積もっている。白銀に青い空が

映えて気持ちいい。大佐飛山でしばし休憩。男鹿岳へは 3度目のリベンジを誓いＵターン。大長山で

撤収時に 2名が上がって来られた。1人は光徳寺を 4時半、1人は鴨内コースを早朝に出られたとのこ

と。重荷を背負って 10時前に再スタート。夕方までたっぷり時間あるから、のんびり歩きを楽しむ。黒滝

山先で光徳寺からの 4人組。少し話をするが何処迄行けただろうか。昼前から踏抜きが多くなるので最

後までワカン。百村山の先で夏道になりしばらくで光徳寺到着。残雪歩きが楽しめた 2日間でした。 

  

＜ルート概要＞             ＜山藤山＞             ＜黒滝山手前の頑張り所＞ 

 
＜夕暮れの天空の回廊＞     ＜我が家＞              ＜早朝の天空の回廊＞ 

 
＜白銀と青空が気持ちいい＞    ＜大佐飛山に到着！＞      ＜快晴に恵まれました＞   
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人数 1

日 ～

赤雪山（６２１ｍ）制覇！！

記録者 神原よしみ

名草巨石群、赤雪山 山　域 番場 山行目的

計画者 大下みつ江

日帰り

巨石群とパワーポイント

交通機関 車

名草巨石群駐車場

山行期間 2022/03/20

 山 行 記 録 書 個人

ルート 尾根 経験者 氏名：

山　名

名
草
巨
石
群

豆
粒
の
よ
う
な
私
た
ち

日
程
・
コ
ー
ス

柏西口6:00⇒岩槻IC6:50⇒佐野IC7:30⇒50号線⇒名草巨石群駐車場8:35→名草巨石群9:30→11:00赤雪山
11:30→松田川ダム12:00→長石林道分岐13:40→名草巨石群14:45→駐車場15:15⇒16:00幸の湯17:00⇒一般
道⇒柏21:00

■山行報告
桜の開花宣言が聞かれた絶好の登山日和、山中は早春の感があったが木々の先には小さな新芽が顔を出してい
た。厳島神社の鳥居を潜り名草巨石群に足を踏み入れると神聖な気分になる。鬼滅の刃の炭次郎が割ったような
弁慶の割石や岩上に建つ厳島神社は見応えがある。苔むした巨石群を抜けしばらく林道を上り赤雪山の登山道に
入る。春の日差しを受けながら心地よいアップダウンを繰り返し赤雪山頂に昼前に到着。霞がかった彼方にスカ
イツリーも望むことができた。松田川ダムまで一気に下る。ダムより長石林道分岐への上りは2014年の災害から
まだ登山道が復旧されてなく橋が崩れ倒木が登山道を塞ぐなかなかの難所であった。下山後幸の湯（5月に閉
館）で汗を流し、佐野ラーメンを堪能し帰途についた。山あり名勝あり湯につかりご当地名物も堪能し充実した
山行を楽しむ事ができた。

柏駅6:00 柏21:00

ルート図 ■特記事項(コースの特徴・注意事項)
名草巨石群とその周辺はパワースポットとして有
名で苔むした岩が佇み趣あるコースである。赤雪
山は621mと標高は高くはないがアップダウンも激
しく足下に注意。松田川ダムから長石林道分岐へ
の上りは登山道が荒れているので注意が必要。
■参加者（名）
CL:大下みつ江、ＳＬ山本久美子、加藤澄子、山
本尚徳、神原よしみ（5名）
■リーダーコメント
パワースポットと精霊や妖精が宿るような厳島神
社と巨石群見ごたえがあった。赤雪山までもキブ
シが黄色い花を付け私達の目を和ませてくれた。
赤雪山から松田川ダム迄一気に下るので滑らない
ように注意が必要。ダムから分岐の沢沿いコース
は2014の大雪で倒木多数かなり荒れ、雑草が生い
茂っている。お勧めは出来ない。高速道路は事故
大渋滞の為渡良瀬遊水地近くを通り一般道で柏に
到着する。

帰　柏宿泊手段 費　用 2，000円 集　合

登山口の住所：栃木県足利市松田町

長石林道分岐

赤雪山６２１ｍ

松田川ダム

名
草
巨
石
群

P

厳島神社

駐車場

N

41



有り 人数 2

土 ～

🅿

写真 写真

日
程
・
コ
ー
ス

流山IC5:30　⇒　花園IC　⇒　法性寺駐車場7:00
法性寺駐車場7:25　→　亀の沢岳展望台8:40　→　釜の沢五峰登山口9:00　→　一ノ峰9:30　→　二ノ峰
9:35　→　三ノ峰9:50　→　四ノ峰10:15　→　五ノ峰10:15　→　中ノ沢ノ頭10：40　→　金精神社10:50
→　竜神山11:20　→　兎岩登山口11:55　→　法性寺駐車場12:30　　　　　　（歩行時間：約5時間）
往路と同じ経路で帰路につく⇒柏着　15:30

■山行報告
天気予報では、午後から雨との予報でしたが柏の集合時にはかなり雨が降ってきて山行の実施が心配されました
が、高速に乗ってしばらくすると雨がやみ，風もなくまずまずのスタート。法性寺の境内を通り亀の沢岳展望台
までは石段にステップがあって登りやすいがゴツゴツとした岩や大きな一枚岩が目に付く。自然の造形美を感じ
ながら進む。釜の沢五峰登山口からは一ノ峰～五ノ峰までロープや鎖を使いながら面白味のあるルートをスリル
を味わいながら上り下りを繰り返しました。周りには武甲山や両神山、双子山など秩父の山を臨みながら気持ち
の良い歩みであった。帰りは少し風が冷たくなり、駐車場に着く頃には小雨も降ってきました。高速ではかなり
横風が強く車が振られることもありましたが、天候、道路状況、コースタイムなど良い条件が重なって予定より
も早く柏に戻ることができました。皆さんありがとうございました。

柏駅 15:30

ルート図 ■特記事項(コースの特徴・注意事項)
法性寺の境内を通って岩場を登り般若山へ。
ここは石段にステップがあり登りやすい。その
後、一旦釜の沢に下山して一ノ峰～五ノ峰まで登
る。ここは鎖やロープなどを使い岩場を上り下り
するので注意が必要である。
■参加者（4名）
吉武　興治（CL)、小野寺　万里子（SL、記
録）、大橋　宣子（会計、装備）、水落　朋子
（会計）
■リーダーコメント
　出発時の柏での雨が嘘のように、現地のコンデ
ションは上々でした。般若山・釜の沢五峰での岩
山の昇り降りでは、鎖やロープを上手に使いこな
し、慣れを感じました。集合・準備・到着と全て
順調に進み、時間に余裕のある山行でした。

帰　柏宿泊手段 費　用 3,700円 集　合

登山口の住所：埼玉県小鹿野町

山行期間 2022/3/26

 山 行 記 録 書 個人

日帰り

岩稜を楽しむ

ルート 尾根 経験者 氏名：吉武, 小野寺 交通機関 車

山　名

記録者 小野寺万里子

釜ノ沢五峰 山　域 秩父山域 山行目的

R4.3.14 計画者 吉武　興治

*三ノ峰からの景色を望む ＊武甲山が見える

N

▲般若山

▲中ノ沢ノ頭
▲竜神山

釜ノ沢五峰

法性寺駐車場
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無し 人数

月 ～

820m 二居俣ノ頭

写真

記録者 吉武 興治

タカマタギ 山　域 谷川岳 山行目的

計画者 小金井 由紀子

山行期間 2022/3/21

 山 行 記 録 書 個人

日帰り

残雪期にしか登れない山

ルート 尾根 経験者 氏名： 交通機関 車

山　名

日
程
・
コ
ー
ス

3月21日

柏4:00　➡　関越道　➡　7:20🅿駐車場7:40　→　二居峠8:30　→　東谷山10:20　→

　

　　11:15日白山（昼食）11:45　→　二居俣ノ頭12:40　→　14:50🅿駐車場15:10　➡

　

　　関越道　➡　柏20:50

■山行報告
　三国トンネルを超えるとこれまでの晴天と打って変わり、薄暗い曇り空の空模様となった。駐車場では意外と
多くの車が駐車していて、このコースの人気が感じられる。まずは二居峠までを登る、アイゼンを付けて東谷山
を目指す。尾根に出てからは、お日様が出てきて、青空が覗けて来る。遠くの山々も見渡せ気分は好調、右側の
雪庇に危険を感じながら、トレース上を爽快に歩く。日白山からタカマタギに進むも、谷からのガスと雪庇の危
険が感じられ,今回は取りやめとした。尾根から谷に下る急斜面で滑り落ちたり、柔らかな雪に足を取られたり
と悪戦苦闘の末、駐車場にたどり着きました。雪山では何事も体験が大事、今回も貴重な経験が出来ました。

4:00 20:50

ルート図 ■特記事項(コースの特徴・注意事項)
　登山道の無い藪とクマザサに覆われた、冬にし
か登れない山。山頂からの眺望がすばらしい。

■参加者（名）
CL,吉武　　SL,小金井

■リーダーコメント
　予想に反し好天となり、尾根筋や山頂では上越
の山々を見渡せ、足元では湯沢の町々が素晴らし
い眺望のもと見ることが出来ました。
　下りの急斜面では、クマザサにかぶさる硬い雪
と昨夜に降った柔らかな雪との境目が良く滑り、
苦戦を強いられました。
　タカマタギへは東側からのガスが多く、又雪庇
が強く張り出し、トレースも分かりずらく取りや
めとしました。

帰　柏宿泊手段 費　用 6,000円 集　合

登山口の住所：新潟県湯沢町

N

▲東谷山1554ｍ

▲タカマタギ1529m

▲日白山1631ｍ

R17

スタートは天気よい
気持ちいいなあ

隣に見える平標山にうっとり
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有り 人数 1人

土 ～

記録者 大下 みつ江

盛金山 山　域 奥久慈 山行目的

計画者 吉川弘恭

山行期間 2022/3/26

 山 行 記 録 書 個人

日帰り

イワウチワ鑑賞

ルート 尾根 経験者 吉川　弘恭 交通機関 車

山　名

日
程
・
コ
ー

ス
柏6:40⇒柏IC7:00⇒那珂IC7:00⇒下小川駅8:35→盛金山登山口9:00→盛金富士10:05→P401m12:12→p388m
手前100ｍ位、寄藤沢の峠13:10林道作業用道路→下小川駅15:05⇒那珂ＩＣ16:30⇒柏IC17:20 到着解散

■山行報告
・水郡線．下小川駅の駐車場に到着。午前11時頃からは雨90％の予報でした。盛金富士登山口には鳥居があり、天候の安定
を祈願して入山した。盛金富士付近にはイワウチワの群生が見られるのを楽しみに！３０分ほど歩くと並行して2本の道
が、右の方向へ進むと深緑の葉に薄ピンクの可愛い花が。撮影会が始まった。盛金富士山頂近くにも群生を見つけた。咲い
ているのはわずか斜面を進みすぎ元の道に戻るのに苦労した。山頂からは霧に遮られ展望は望めず、残念でした。P401m迄
もそこそこのアップダウンが続いた。P388mと寄藤沢の峠までは吉川さんの赤リボンを頼りに進む。登山道ははっきりせず
薮化した所が多くタラの木やとげの木に前を遮られ進むのに苦労した。けもの道になっているのか排泄物も何か所もありま
した。P388mからP255mルートには行かずエスケープルート沢筋林道下山にしたがこれもまた藪漕ぎで不明瞭な迷い道でし
た。願いが届いたのか下小川駅近くから雨が降り出した。低山ルートの楽しい山行でした。【大下】
・イワウチワの可憐な姿を見てほっこりしたが、藪漕ぎの印象の方が強く、地図とコンパスの重要性、知らない
沢に降りていくことの危険性を痛感した。【樫本】
イワウチワの満開には会えませんでしたが、開いたばかりの　清楚な姿を見せてもらい、冒険の山旅に感謝で
す。【加藤】

柏駅 柏18時

ルート図 ■特記事項(コースの特徴・注意事項)
盛金富士迄の登山道はわかりやすいがp388m迄の稜線登
山道とエスケープルート沢筋林道は薮化して不明瞭な
ので道迷いを生じる。イワウチワ群生場所も何か所か
あり可愛い花を見る事が出来る。
■参加者（5名）
CL吉川弘恭　　SL樫本越子　　救急加藤澄子
装備　飯島玉枝　　記録　大下みつ江
■リーダーコメント
天候も心配されたが、少ないながらもイワウチワ
が開花してくれていたので、何とか義理を果たせ
た気分となりました。前もって下見をしていたの
で、比較的以スムーズに行くことができました
が、慣れない人にはちょっとハードだったかもし
れません。イワウチワの群落はやや道を外れたと
ころにもあり、奥久慈の山では補助ロープと六点
セットが必須だと感じました。

帰　柏宿泊手段 費　用 3,800円 集　合

登山口の住所：茨城県常陸大宮市盛金

N

P401

盛金富士

P388

P255

P174

寄藤沢の峠

下小川駅

久慈河

JR水郡線

イ
ワ
ウ
チ

盛金富士山頂
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 大佐飛山 

 ～再びラスボスに会いに～ 

 

202２年３月２７日 快晴 

  小金井 由紀子 

 

0500駐車場→0530登山口0540→0640三石山→0730サル山→0810

山藤山→0900 黒滝山 0930→1040 大長山→1150 大佐飛山 1230→

1315 大長山→1435 黒滝山→1530 サル山→1645 登山口→1715 駐

車場前（所要時間 12時間 15分 休憩 1時間 30分） 

 

 

明け方まで暴風。予定していた黒滝新登山口までは車で行けずにスタッグしたところからスタート（スコッ

プ使用で脱出まで 30 分）。登山口まで車道歩き 30 分、衣服調整してスタート、風はあるが天気は良い。百

村山までの急登は雪もなく汗だくだ。そこからは雪が出始める。ツボ足だったが、踏み抜き多数で黒滝山か

らワカン装着。それでも踏み抜きはあり、ひどい時は腿まで埋まる、踏み抜くたびに体力が奪われる。昨年よ

りもかなり雪が多く、雪庇もモリモリ張り出していた。日差しもあり気温が高いため、目の前で雪庇が崩れる場

面も。大佐飛山山頂からは目の前に男鹿岳、見渡せは那須連山、日光連山 筑波山、遠くに燧ケ岳、会津

駒ケ岳、全てくっきりと見ることができた。 

 下山は滑り落ちるように高度をぐんぐん下げる。サル山あたりで、この日初めての 3 人組とすれ違う、テント

泊して翌日大佐飛山を目指すそうだ。 

 12時間越えのロングコース、疲れマックスで下山後はロボットのように体がガチガチになってしまったが、栃

木のラスボス、2年続けて会えることができて、感無量である。 
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2022年 3月 29日（火） 名草巨石群～赤雪山山行記録 

                                   野田久生 

足利市にある名草巨石群と言う名に引かれて、近くの赤雪山と合わせていく。余裕があれば

仙人ヶ岳まで行く計画とした。生憎当日は曇りの天気となった。 

 柏自宅 5:00⇒柏 IC5:20⇒東北道⇒佐野 SA⇒佐野田沼 IC6:30⇒県道・林道（険しい）⇒ 

名草キャンプ場 P着７:30（128㎞） 

 P発 8:00→厳島神社（巨石）→車道→赤雪山登山口 8:45→赤雪山山頂 9:30-９:40→ 

 仙人ヶ岳方面途中引き返す 10:30→赤雪山 10:10-11:15→登山口 12:00→巨石群→ 

 P着 12:40   【所要時間：4時間 40分】 

 P発 13:00⇒足利 IC13:20⇒流山 IC14:30⇒柏 GS⇒自宅 15:00     【 238㎞】 

 

平日のせいかほとんど人に合わない。名草の観光地も 4月から営業開始とのことでその準備

中であった。曇天、途中より少し霧雨となる。名草の巨石群は期待していたほどでもない。

大きな石が数個重なり合っている。迫力に欠ける。厳島神社に参拝、その先林道を少し歩い

て赤雪山登山口につく。登山道は迷うことはない道である。赤雪山までアップダウンが多い。

山頂で 1 人に合う。ここより仙人ヶ岳を目指すが天気もあまりよくないので途中引き返す。

この縦走路結構アップダウンンがあり厳しい。途中より痛めている左足踵が痛み出す。早め

に下山し、自宅に帰る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

登山口の住所：栃木県足利市松田町

名草巨石群

N

厳島神社

赤雪山621m

仙人ヶ岳663m

足利IC方面

松川ダム

赤雪山から松川ダムへの登
山道は荒れて通行不能

キャンプ場P

厳島神社と巨石群 

赤雪山山頂 621m 
名草巨石群 
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退会に当たり一言頂いておりますので紹介します。 

 

中島 越子様 2022年 2月末退会 

17 歳の夏休み、友達と浅間山に登ったのが初めての登山。下山途中須走で転倒

したが、楽しさを経験、それから高い山、低い山そこに山があるからと、本当に

良く歩きました。 

子育て中は休止・52歳の時、「山の会らんたん」に入会し登山再開！その後「か

がりび山の会」に移り楽しませて頂きました。個人の山行と違い、愉快な仲間達

との登山、下山後の吞み会、食事会は本当に楽しく、懐かしい思い出で、私の財

産です。山の会の皆さんには本当に良くお付き合い頂き、感謝しております。 

82 歳を迎え、歩けなくなった今、皆さんに言いますが、悔いを残さず歩ける時

に沢山歩いて下さい、誰にも老いはやって来ます。 

長い間会友として在籍させて頂き、本当にお世話になり有難う御座いました。 

 

 

大岩 哲夫様  2022年 2月末退会 

決して沢山の思い出があるわけではないのですが、皆さんに連れて行っていた

だいた山は、一つ一つが貴重な経験で楽しい思い出になりました。 

登り切った山頂での景色も良かったのですが、25 周年誌に投稿した写真の皆さ

んの笑顔が、私にとってベストでした。 

ありがとうございました。またいつかお会いしたいと思います。 
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                          2022年 3月 運営委員会、野田作成 

 「過去 5年間に合理化した作業の報告」会報 101号投稿    

過去 5年間で会活動を合理化（効率化）したものを整理しました。今後の合理化活動の参考

にしてください。2021 年 3月の若年会員による提言のなかに「会活動の作業を簡素化して、

負担の軽減を図る」とあります。サービスの低下を起こさないように、できるものから実施

していきましょう。 

会活動作業の合理化一覧表（2016年～2021年） 

No 項   目 効果 コスト サービス 

 

1 

会報の電子化、メール配信（HP掲載含む） 

・メール配信、及び HPに掲載（期限付き） 

  電子データの整理 ⇒ 1人で対応可能 

  会員 ⇒ カラー写真を見ることができる。 

・年間作業の削減（従来と比べて） 

印刷製本作業 5人×4h×4回＝ ▲80h/年 

 

  大 

 

 不要 

 

向上 

カラー会報 

となった 

 

2 

総会資料の電子化、印刷外注化 

総会議案書、山行概要計画書 

・電子化、外注化作業 ⇒ 1人で対応可能 

  印刷代がかかる 

・年間作業の削減（従来と比べて） 

  印刷製本作業  10人×5h×1回＝ ▲50h/年 

 

  大 

 

印刷外注費

発生 

 

変らず 

 

3 

運営委員会オンライン会議とした 

・オンライン会議のため自宅での参加が可能 

・会場での参加時間の削減（往復時間含む） 

  3h/人・回×12回/年×10人＝  ▲360h/年 

 

 

  大 

 

個人の 

交通費削減 

 

向上 

参加率向上 

 

4 

例会案内の事前メール通知 

・例会の議題内容が事前にわかり準備が容易 

・当日の白板利用などの作業が不要 

 

  中 

 

 不要 

 

向上 

 

5 

例会時プロジェクター（PJ）の利用 

・PJの利用により紙の資料が削減できた。 

  地球環境配慮効果あり。PJ購入費用が発生 

 

  中 

 

PJ 購入費用 

 

 向上 

 

6 

筑波山系の計画書提出の簡素化 

・該当地域山行計画書の省略 ⇒ メールでの届け出 

・届け出日数の短期間化による山行活動の活性化 

 

  中 

 

 不要 

山行活動が

向上 

 

7 

 

 

 

   

 

48



                                         2022年 1月 12日 運営委員会、野田作成 

会友制度の見直し提案 例会用その 1（2002年 1月 12日例会説明用） 

・これまでの経緯 2020年 10月運営委員会で見直し案決める。その後例会で説明するが決まらず。コロナのため協議中断。 

         2021年 9月運営委員会で協議再開。12月運営委員会で見直し案をまとめる。 

会友制度見直し案一覧 

項目 案 1   現状制度継続 案 2   見直し提案  【制度の廃止】 案 3   見直し提案 【制度の変更】 

制度の目的 ① 高齢化による会員数減少対策 

として改正案が 2017年 3月に成立

（制度自体は以前からある） 

 

① 制度の廃止（現状の状況にそぐわない。元気な

高齢者が多い。） 

年齢に関係なく会員とする。 

 

①高齢者等の会員への配慮 

②現状の会友制度の変更として 

仮称労山外会員（基金、連盟費用不要）を設ける。 

  山行活動の制約については別途決める。 

会友になるた

めの条件 

① 5年以上、70歳以上の会員 

 

② 転居または仕事の都合、病気等で

会活動ができない会員 

① 制度の廃止 

 

② 転勤、仕事、病気などで会活動ができなくなっ

た場合は、休会制度を利用する。 

①運営委員会での承認が必要。 

  （年齢、在籍年数等、何らかの条件を設ける） 

② 同左 

 

現会友への 

対応 

・2021年度 5人 

・会費 8カ月 

・総会での議決権は有しない 

① 現会友は現制度を引き継ぐ（既得権） 

 

 

①現会友は新規制度に移行する。 

②会費 500円/月 、保険費用は別途個人対応 

③総会での議決権は有しない。 

基金の加入 ・加入必要 ①制度廃止のため加入が必要。 ①労山会員ではないため、基金以外の保険に加入

することが必要。 

 

その他 別案 ・条件を厳しくして制度を存続さ

せる。 

  例：10年以上在籍、80歳以上 

    山行条件を制定する。 

①山行会活動ができなくなった会員でも、会員とし

て例会、開山祭等の行事に参加していただく。 

 

①高齢会員等への配慮（ハイキング、開山祭などの 

イベントに参加、会との繋がりを持って貰う） 

②保険への加入条件以外は、現状制度とほぼ同じ 

 

 

※ 会員の方々のご意見、提案をお願いします。運営委員会まで。 
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例会議事録 

令和 4 年 1 月 26 日 

司会：小竹 記録：川上、小野寺 

 

【参加者】 野田、小竹、川上、根本、佐々木、有賀、伊東、吉川、飯島、山本（尚）、山

本（久）、吉武、大橋、小金井、水落、木村（善）、小野寺、菊地、牧野、佐藤、前田、加藤、

川口、堂添、樫本、神原             計２６名 

 

１．会長より（野田） 

  ①新型オミクロン株感染拡大、感染に充分注意して活動しましょう。 

  ②『まん防』適用の期間、会山行中止とする。（山行部の方針に従うこと。） 

２．会山行計画（１月、２月、３月） 

  ・１月２９日（土）    県連房総ロングハイク   CL:根本  中止の連絡あり 

  ・２月５、６日（土・日） 霧ヶ峰スノーシュー    CL:野田  中止 

  ・２月１７日（木）    雨巻山 平日山行     CL:佐々木     ５名 

  ・２月２６日（土）    大岳山（奥多摩縦走）   CL:若林 

  ・３月 12、13 日（土、日）安全登山学校       CL:伊東、SL:小金井 ６名 

  ・３月１９日（土）    御石山、高鈴山      CL:有賀（本年度最後の山行） 

個人山行計画 

  ・感染対策を行ってください。山行部の方針に従って活動してください。 

４．各部連絡 

  １）運営委員会（野田） 

    ①来年度総会について 

     ・総会資料 …１月末に完成予定。 

     ・３月２３日（水）の総会は、新型コロナの感染状況により実施方法を決定する。 

      場合によっては、メール連絡による総会になる可能性もある。 

    ②会友制度の見直しについての提案 

     １月１２日の例会で説明した案について、意見などありましたら野田まで連絡 

     をお願いします。運営委員会で協議、回答します。 

  ２）総務部 

    ①総務係（佐々木） 

     ・会費、労山基金の集金は２月例会時からの予定でしたが、コロナのため例会の 

      開催が不透明なため、本日より支払い受け付けます。 

    ・今年度の経費請求は、1/22 をもって締め切りました。これ以降の請求は来年度 

     処理します。（支払いが少し遅くなる可能性があります。） 
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   ②記録会報係（野田） 

    ・山行記録、投稿をおまちしております。 

  ３）山行部（伊東） 

   『蔓延防止等重点措置』に伴う山行方針 

    会山行は中止します。 

    個人山行は個人の判断で行ってください。 

    山行する場合、感染リスクを極力減らす下記対策に努めてください。 

     ①山行２週間前までに発熱、咳などの症状がないこと。 

     ②電車・バスなどの利用では、混雑時を避け、マスク着用等コロナ対策を実施す

る。 

     ③自家用車利用は、単独、あるいは少人数での利用とし、換気を行う。 

     ④混雑する山を避ける。 

     ⑤宿泊は、コロナ対策をしている山小屋とする。 

  ４）県連関係（吉武） 

     ①1 月 29 日（土）房総ロングハイク計画 CL:根本 →中止 

        千葉県に「まん防」が適用されたため、20 日県連理事会で中止が決定 

        今後時期を改めての実施となる。 

     ②1 月 20 日 ZOOM 理事会実施。 

５．山行報告（伊東） 

  １）会山行報告 

   ・1 月 14～16 日  八ヶ岳    ＣＬ：伊東    5 名参加 

              赤岳～横岳～硫黄岳 

              お天気に恵まれ、非常に快適。危ない箇所もあったが全員無

事に登頂することができた。風もなく楽しかった。 

  ２）個人山行 

   ・一覧表により報告 

６．その他 

  １）大岩さん…仕事の都合により 2 月末にて退会。 

    （中島さん、星野さんについても退会予定） 

  ２）パレットかしわのロッカー更新手続き（根本） 

    1 月受付済。2 月に支払予定（￥6,000） 

  ３）全国連より（山本） 

    ・登山時報に掲載する原稿→野田さんに依頼 

    ・全国の昨年の山での死亡…4 名、件数…252 件、事故者…262 名 

      60～70 代減少（コロナのため） 

＊次回 2 月 9 日（水）予定（変更の可能性あり）       以上 
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例会議事録 

                           令和 4年 2月 9日 

                          司会 加藤  書記 水落、大下 

 

  【出席者】木村(善)、川上、吉武、西山、川口、佐藤、高野、伊東、野田、荒井 

 根本、有賀、菊地、藤繫、樫本、加藤、沼尾、小金井、水落 

 小野寺、堂添、 大下、大橋、飯島、牧野  25名 

                                         

 １．会長より（野田） 

  1）新型コロナオミクロン株感染拡大、感染に十分注意して活動しましょう。 

  2）「まん防」適用の期間（３月６日まで延期）、会山行中止とします。 

 

 ２．会山行計画（2月、3 月） 

   ・2月 17日（木）雨巻山 平日山行    CL:佐々木  中止 

   ・2月 26日（土）大岳山（奥多摩）縦走  CL:若林   中止 

   ・3月 12-13（土・日）安全登山学校 CL:山行係 希望者 8名 3/9例会で打合せ 

   ・3月 19日（土）御石山、高鈴山 CL:有賀 希望者 7名 2月末締切 

 

３．個人山行計画 

・感染対策を行って実施してください。山行部の方針に従って活動してください。 

 

４．各部連絡 

  1）運営委員会（野田） 

 2月 3日（木）19:30～21:00 ZOOM会議 10人参加 

①来年度総会について  

   ・総会資料 全部まとまった。確定後「ときわコピー（外注）」に発注します。 

会員には 3月 9日例会時に配付予定。 

    ・3月 23 日（水）の総会は、新型コロナの感染状況により実施方法を決定します。 

      場合によっては、メール連絡による総会となる可能性もあります。 

      総会案内状は 1 カ月前にメールで会員にお送りします。 

      3/9 例会で配付する議案書を総会までに確認して、質疑があればできるだけ事

前に運営委員会までメールで連絡してください。（総会をスムーズに行うため） 

②来年度役員選任 最終確認を行った。⇒ 総務部長：小金井さん 選任された。 

③今年度退会者の確認を行った。現在 3人（中島さん、星野さん、大岩さん） 

④県連総会 3 月 5 日（土）に向けての準備を行う。代議員 根本、吉川選任された。 

  吉武さん、質疑書の取りまとめ、県連への提出お願いする。 

   ⑤全国連総会 2/19-20 全国連理事：山本尚、県連役員：野田、伊東 参加します。 

     （オンラインになる可能性があります） 

⑥会山行時に利用するレンタカー（10人乗り）の扱いにつて協議した。 

まとまり次第、報告します。 
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     会員へのお願い。 自家用車を会山行で使えるように会に登録をお願いします。 

              条件：会則で決められた保険、車の状態であること。 

   ⑦柏フェスタ 5月 22日（日） 申込済。総務部主体で準備していきます。 

   ⑧全国連、県連の活動報告を会員にわかりやすく説明できるような工夫が必要。 

     その方法は運営委員会で検討する。 

  2）総務部 

   ①会計（小野寺、菊地） 

    ・会費と労山未納の会員皆様にはメールで連絡する。 

   ②記録会報係（野田） 

    ・第 101号 4月発行します。  

3）山行部（伊東） 

「まん延防止等重点措置」に伴う山行方針 

会山行は中止します。 

個人山行は個人の判断で行ってください。 

山行する場合、感染リスクを極力減らす下記対策に努めてください。 

①山行 2週間前までに、発熱、咳などの症状がないこと。 

②電車・バス等の利用では、混雑時を避けマスク着用等コロナ対策を実施する。 

③自家用車利用は、単独、あるいは、少人数での利用とし、換気を行う。 

④混雑する山を避ける。 

⑤宿泊は、コロナ対策をしている山小屋とする。 

   事故報告 

     2月 3日、上州武尊山で千葉山の会会員(47歳女性)の滑落事故あり。剣ヶ峰手前

で雪渓を踏み抜き約 200m落下。リーダーが落下地点に向かい、2人でビバーク

し、翌日救助。女性は打撲、擦過傷。GPSの緯度経度情報の連絡が有効だった。                                    

・雪山登山の注意点 １，天候の悪い時には断念する ２，ビバークの練習も必要 

         ３，GPS活用(緯度・経度情報の見方を確認しておく)                                                                          

  4）県連関係（吉武） 

    2月 17日 ZOOM理事会予定。3月 5日（土）県連定時総会の話題が主。 

    県連総会に向けての議案書確認などの作業中。代議員 2人選任（根本、吉川） 

    県連総会資料は来週確定予定なので、届き次第、会員にも送信します。 

 

 ５．山行報告（伊東） 

   1）会山行 中止の為 無し  

   2）個人山行  一覧表により報告 

 

６．その他 

   1）沼尾さんが一年ぶりに例会に参加された。これから登山等楽しんで頂きたい。 

2）1/6の例会に来られた入会希望の方が 3月の例会に参加する予定です。 

 

次回 3月 9日（水）予定、新型コロナ感染状況により変更の可能性があります。 

   2月の第 2 例会は 23 日（水）が祭日のため中止します。 
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2022年度（第 29回）かがりび山の会総会記録書 

記録 小金井 

 

日  時：202２年 3月 23日（水）19時～20時 豊四季台近隣センター１F会議室 

参加者：36名 委任状 3名 

  （正会員 43名、過半数を超える出席者があったので総会は成立した。） 

議事内容 

１． 議長選出（司会：小竹さん） 

 有賀さんが選出され、有賀さんの進行により議事を行った。 

２． 2021年度活動報告を行った。（会長、総務部部長、山行部部長） 

 承認された。 

３．2021年度決算報告を行った。（総務部部長） 

   会計監査の結果、問題ないことを確認した。（高野） 

   承認された。 

４．2022年度新役員・部員（案）の説明を行った。（会長） 

   承認された。 

５．2022年度活動基本方針の説明を行った。（会長） 

   承認された。 

６．会則等の変更の説明を行った。（会長） 労山基金制度の変更（４月 1日より変更、詳細がわか

り次第連絡する）。 事故一報に関する注意事項の追記。会友制度について→今年度中にまと

めたい。会員外参加についての扱い。自動車使用に関する規定の見直し（10人乗りのレンタカ

ーについての取り扱い・高齢者の運転） 

７．2022年度山行計画の説明を行った。（山行部部長） 

   承認された。  

８．2022年度予算（案）の説明を行った。（新総務部長） 

   承認された。 

９．2022年度方針（案）の説明を行った。 

  １）運営委員会（会長） 

  ２）総務部（新総務部部長） 

  ３）山行部（山行部部長） 

１０．開山祭についての説明を行った。（山行部部長） 

   今年も 4月 9日（土）午後半日だけの開催とする。場所は豊四季台近隣センター。 

１１．その他 

  1）例会時には議案資料を持参して下さい。内容理解しておくこと。（会長） 

  2） 無線機は借りることができるのか？（前田）→故障しているものがあるが、そうでないもの

は可能。使用には免許が必要。（会長） 

  3）登山学校は教育係だけでなく、山行部、会員も必要に応じて協力して下さい。（会長） 

上記により 2022年度総会は参加会員により議案資料の承認を受け終了した。 

54



2021年度　山行実施サマリ

形態別集計表（四半期）

項目 4～6月 7～9月 10～12月 1～3月 年間合計

企画 1 1 7 2 11件

9 7 76 25 117人

訓練 2 1 2 2 7件

6 5 9 4 24人

募集 4 0 2 0 6件

13 0 9 0 22人

個人 80 59 67 67 273件

174 126 140 169 609人

特別 0 0 0 0 0件

0 0 0 0 0人

交流 0 0 0 0 0件

0 0 0 0 0人

合計 87 61 78 71 297件

202 138 234 198 772人

地域別集計表

山域 4～6月 7～9月 10～12月 1～3月 年間合計

北海道 0 3 0 0 3件

東北 0 4 5 4 13件

北陸 1 2 4 3 10件

関東 78 41 52 53 224件

甲信 5 9 12 8 34件

東海 3 2 3 2 10件

近畿 0 0 1 0 1件

中国 0 0 0 1 1件

四国 0 0 1 0 1件

九州 0 0 0 0 0件

海外 0 0 0 0 0件

合計 87 61 78 71 297件
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かがりび山の会　2021年度山行実績（1月～3月）

№ 山行日 山名 区分 ＣＬ SL メンバー 交通 宿泊 備　　　考

227 1/1 小町山～宝篋山 個人 川口 車 日帰り

228 1/1 宝篋山 個人 小金井 車 日帰り

229 1/2,3 西穂高独標 個人 木村善 小金井 車 山小屋

230 1/5 根子岳 個人 吉川 バス 旅館

231 1/8 明神ケ岳、明星ケ岳 企画 山内 藤繁

大橋、菊地、野田、有
賀、高野、加藤、神原、
大下、小野寺、吉川、小
竹、川口、飯島、国友、
牧野、石田、佐々木

電車 日帰り

232 1/8 谷川岳 個人 荒井 若林 吉武、小金井、前田 車 日帰り

233 1/8,9
西吾妻山・雄国山猫
魔山

個人 佐藤 横田 車 テント

234 1/8～10
谷川岳天神平スキー
場

個人 平井 小金井 車 山小屋

235 1/10 伊豆ヶ岳縦走 個人 前田 小野寺 大下、大橋 車 日帰り

236 1/14～16 八ヶ岳周回 企画 伊東 荒井
吉武、小金井、前田、若
林

車 山小屋 中級雪山訓練

237 1/14,15 西大巓・東大巓 個人 吉川 電車 旅館 スキー登山

238 1/15 南高尾山稜 個人 山本尚 山本久 水落、小野寺、大下 車 日帰り

239 1/15,16 沼津・伊豆の山 個人 佐藤 横田 車 車中泊

240 1/20 鍋足山 個人 佐々木 西嘉山 山内、加藤 車 日帰り

241 1/22 関八州見晴台 個人 吉武 大橋 小野寺、水落 車 日帰り

242 1/22 おかめ山 個人 小金井 車 日帰り

243 1/22 筑波山 個人 川口 車 日帰り

244 1/23 大岳山 個人 若林 神原 電車 日帰り 2/26の下見

245 1/24 赤城山 個人 野田 小野寺 大橋、牧野 車 日帰り

246 1/29 富山 個人 佐藤 横田 車 日帰り

247 1/29,30
岩山・二股山・鳴蟲
山＋新湯富士・前黒
山

個人 前田 車 車中泊

248 1/31 かぐらスキー場 個人 川井 小金井、他1名 車 日帰り

249 2/3 筑波山 個人 高野 山内 大橋、加藤、大下、藤繁 車 日帰り

250 2/3 羽黒山 個人 山本尚 山本久 西山、樫本、吉川 車 日帰り

251 2/5 雲竜渓谷 個人 長島 若林 他2名 車 車中泊

252 2/5 おかめ山 個人 川口 車 日帰り

253 2/5
日光小田代ヶ原　庵
滝

個人 野田 小野寺 大橋、牧野 車 日帰り

254 2/5 鈴ヶ岳 個人 佐藤 木村善 横田 車 日帰り

255 2/11～13
大滝根山・船形山・
蔵王(熊野岳)

個人 前田 車 車中泊
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256 2/12 スッカン沢 個人 吉武 小金井 若林 車 日帰り

257 2/14 宝篋山 個人 吉川 樫本 車 日帰り

258 2/17 小町山 個人 樫本 車 日帰り

259 2/19,20 かぐらみつまた 訓練 若林 小金井 バス テント
クリアドベン

チャーズ主催の
雪山講習に参加

260 2/19,20 大菩薩嶺・雲取山 個人 佐藤 横田 車 山小屋

261 2/21 筑波山 個人 吉川 樫本 沼尾 車 日帰り

262 2/21 長七郎山 個人 山本尚 山本久 荒井、大橋 、小野寺 車 日帰り

263 2/24 小町山 個人 吉川 車 日帰り

264 2/25,26 根子岳 個人 吉川 バス 日帰り 夜行日帰り

265 2/26 鹿俣山　獅子ノ鼻山 個人 伊東 小金井 荒井 車 日帰り

266 2/26,27 天園・大楠山、幕山 個人 前田 車 車中泊

267 2/27 天覧山・多峯主山 個人 佐藤 横田 樫本、若林 車 日帰り

268 3/2 丸沼高原 個人 吉川 バス 日帰り スキー登山

269 3/5 湯の丸山 個人 佐藤 木村善 横田、他1名 車 日帰り

270 3/5,6 上高地 個人 荒井 山本尚
山本久、水落、小野寺、
国友

車 山小屋

271 3/6 足尾山 個人 吉川 樫本 車 日帰り

272 3/7～10 西大巓・東大巓 個人 吉川 電車 旅館

273 3/8 四阿屋山 個人 山本尚 山本久 高野、有賀、大下 車 日帰り

274 3/11,12 三瓶山・氷ノ山 個人 前田 車 車中泊

275 3/12 湯の丸山・烏帽子岳 個人 野田 小金井 小野寺、若林 車 日帰り

276 3/12,13 黒斑山・蓼科山 個人 佐藤 横田 車 テント

277 3/13 日光男体山 個人 吉武 車 日帰り

278 3/17 三本槍岳 個人 荒井 小金井 小野寺 車 日帰り

279 3/17 生瀬富士・月居山 個人 佐々木 西嘉山 山内、高橋且 車 日帰り

280 3/20,21 大佐飛山・男鹿岳 個人 前田 車 テント

281 3/20 名草巨石群、赤雪山 個人 大下 高野 山本尚、山本久、神原 車 日帰り

282 3/20 盛金山 個人 吉川 山内 車 日帰り

283 3/20 筑波山 個人 佐藤 横田 車 日帰り

284 3/21 タカマタギ 個人 小金井 吉武 車 日帰り

285 3/23 鶏足山　焼森山 個人 大下 大橋 加藤 車 日帰り

286 3/24 宝篋山 個人 吉川 車 日帰り

287 3/26 釜ノ沢五峰 個人 吉武 小野寺 大橋、水落 車 日帰り

288 3/26 盛金山 個人 吉川 樫本 加藤、飯島、大下 車 日帰り

289 3/27 大佐飛山 個人 小金井 他1名 車 日帰り

290 3/27 唐松岳 個人 若林 佐藤 横田、神原 車 日帰り
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291 3/27 谷川岳・マチガ沢 訓練 伊東 吉川 他1名 車 日帰り
県連雪上技術講

習の下見

292 3/27 谷川岳（西黒尾根） 個人 前田 他1名 車 日帰り

293 3/29 名草巨石群・赤雪山 個人 野田 車 日帰り

294 3/29 鷹取山・大楠山 個人 佐々木 菊地 電車 日帰り

295 3/30 雪入山,浅間山他 個人 川口 他4名 車 日帰り

296 3/30 筑波山 個人 吉川 大下 大橋、牧野 車 日帰り お中道コース

297 3/31 盛金富士 個人 山内 藤繁 高野 車 日帰り
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■ 会員動向 

   下記の方が退会されました。 

     2022年 2月末 

       星野伸矢  様 

       中島悦子  様 

       大岩哲夫  様 

 

       在会の間、一緒に山行活動を楽しみ、また会活動に貢献頂きありがとうございました。 

今後も元気にお過ごしください。 

        

 

■ 編集後記 

   ２月末にロシアがウクライナに侵攻したという衝撃的なニュースが、世界を震撼させました。 

 未だにこの戦争は終結せず、早期の終結を世界が待ち望んでいる状況です。 

  新型コロナについても、感染者が減少傾向にありますが、終息には時間がかかりそうです。 

ワクチン 3 回目の接種も進んできており、コロナの特性も解明されつつあり、明るい兆しは見え

てきております。 

今号にも多くの山行記録、投稿を頂きありがとうございます。会員を繋ぐ情報誌として、皆様の

期待の応えられるように今後も発展させていきたいと思っています。よろしくお願いします。 

                                                     野田久生 

 

 

■ ひとこと 

  今号は、私の嗜好食である「柿の種」の小袋に印刷されている「こばなしのたね」より 

  （「柿の種」は山行時の行動食として、ペットボトルに入れて利用しています。） 

  トランプと暦の不思議な関係 

   トランプの数字はぜんぶで 52 枚。これは 1 年が 52 週からなることを示し、四季を表すのはダ

イヤ、ハート、クラブ、スペード。札の数字をすべて足すと 364 となり、そこにジョーカーを加え

ると 365＝1 年の日数となります。ちなみにジョーカーは 2 枚含まれており、2 枚とも加えると

366日となり、うるう年の日数となります。（H.N）      出典：亀田製菓（株）柿の種小袋より 

   最近は、柿の種にも、減塩、ワサビ味、梅しそ味など種類が増えてきています。 
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発  行   かがりび山の会 

発行年月日  2022 年 4月 

編  集   総務部記録会報係 

         担当 野田久生 

2月 スッカン沢の氷瀑 
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