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会報 104 号（2023 年 1 月）の発行によせて   水落 朋子  

2023年 1月、新しい年のスタートです。皆さま今年もよろしくお願いいたします。 

さて、私は入会 5年目に突入し、ついに会報の巻頭言が回ってきました。「一体何を書けばいいんだ？」

依頼を受けてから 1か月以上、ずーっと考えていました（嘘です）。 

入会してから 4 年ちょっと。この間、新型コロナウイルスの影響で会活動がままならなかった時期も

ありました。誰にとっても初めての経験で、人間社会の新たな歴史の一つになったのではないでしょう

か。そこで、この機会に日本の登山の歴史みたいなものをざっとまとめてみました。 

 

時 代    できごと 

6 世紀 ・仏教や道教伝来の影響を受け、原始的な山岳信仰の教理と体制が整う 
 

7 世紀 ・葛城山に修験道が開かれる 
 

8～9世紀 ・最澄が比叡山で天台宗を、空海が高野山で真言宗を興す 

・立山、白山、木曽御嶽山、男体山が開山される 
 

江戸初期 ・幕府や各藩は山林の管理保護に力を注ぐ 

・立山～針ノ木峠～鹿島槍～白馬、野口五郎～三俣蓮華～薬師岳が細かく踏査される 
 

江戸中期 ・笠ヶ岳、甲斐駒ヶ岳、槍ヶ岳などが相次いで開山される 

・講中登山が全国に及び、富士山、立山、白山、出羽三山、木曽御嶽山、相模大山などは老若

男女で賑わいを見せる 
 

江戸後期 ・開国されると、日本の山に外国人の足が及び、近代登山の黎明期を迎える 

・外国人の初登山は初代イギリス公使による富士山登頂 
 

明治 ・明治 17年の陸軍参謀本部測量局の発足前後から高峰への一等三角点の設置が進む 

・明治 12 年の赤石岳から始まり、明治 40 年頃には飛騨・赤石・木曽山脈の殆どで測量登山

が行われた（『剱岳点の記』で知られる剱岳測量は明治 40年 7月のこと） 

・明治 38年に「日本山岳会」が設立され、一般の登山愛好者組織も生まれ始める 
 

大正 ・大学や高校の登山部が活躍する 

・スキー技術の伝来によって積雪期登山の幅が広がっていく 

・日本初の岩登りと雪山登山を専門とした社会人山岳会が設立される 
 

昭和 ・社会人登山が盛んになる 

・昭和 5年に『山と渓谷』が創刊され、相次いで『山と旅』、『山小屋』、『ハイキング』などが

発刊される 

・昭和 20年に終戦を迎えると、登山文化が蠢き出す 

・昭和 35年「勤労者山岳会」（現 日本勤労者山岳連盟）が設立される 

・昭和終わり頃から中高年登山ブームが起こり、深田久弥の『日本百名山』が恰好の目標となる 
 

平成 ・平成 7年「かがりび山の会」設立 

 

 先人たちの活動があってこそ、今私たちが登山を

楽しめている。この先も色々なことが起こると思い

ますが、登山の文化が受け継がれていくよう、楽し

みながら活動していきたいですね。 

 

【参考文献】 

2019 年 国立登山研究所発行 

『安全で楽しい登山を目指して ～高等学校登山指導者用テ

キスト～』 第 11 章 登山の歴史と文学 
三等三角点発見！（磐梯山頂にて 後ろは檜原湖） 
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無し 氏名

日 ～ 日

写真 写真

記録者 神原　よしみ

黒斑山・前掛山 山　域 浅間山 山行目的

計画者 若林 康裕

山行期間 2022/9/25 2022/9/25

 山 行 記 録 書 個人

日帰り

初秋の浅間を楽しむ

ルート 尾根 経験者 交通機関 車

山　名

日
程
・
コ
ー
ス

柏3:30⇒常磐道流山IC⇒外環道⇒関越道⇒上信越道佐久北IC6:00⇒6:30車坂峠P7:00→車坂山7:25→槍ヶ鞘
（赤ゾレの頭）8:30→トーミの頭8:45→黒斑山9:15→トーミの頭→湯ノ平口→火山館10:15→湯ノ平口→賽
ノ河原10:55→12:30前掛山12:55→賽ノ河原13:40→湯ノ平口14:00→草滑り→トーミの頭15:10→車坂峠
P16:25
⇒入浴(高峰高原ホテル）⇒上信越道佐久北IC18:10⇒関越道⇒外環道⇒常磐道流山IC22:00

■山行報告
３連休最終日台風一過の好天に恵まれた｡高峰高原ビジターセンター駐車場は満車、路側帯の空き地にも後続車
が続きあっという間に埋まった。噴火警戒レベル１。登りの表コースは眺望がよく期待に胸躍る。樹林帯を抜け
槍ヶ鞘に着くと目の前に浅間山が鎮座する。雪をかぶるとガトーショコラの様になる。トーミの頭、黒斑山まで
快調に進む。草滑りは前評判通りなかなかの急斜面、人一人が通れるほどの細い道をつづら折りに下る。賽の河
原から前掛山までの長いザレ場登りが続き富士登山もこんな感じかなあ・・疲労のピーク！やっと浅間山がロー
プの向こうに近くなり前掛山到着。火山の様相が圧巻、360°の展望に疲れも一気に吹き飛んだ。帰路は中ルー
トを下り初秋の浅間山を満喫することができた。（高峰高原ホテル入浴1，000円）

PU 22:00

ルート図 ■特記事項(コースの特徴・注意事項)
荒々しい火山地形と噴煙を上げる山頂。浅間山山
頂は現在火山規制で行けない（火口周辺警報：レ
ベル１）ので、外輪山の黒斑山と前掛山に登る。
トーミの頭から湯ノ平口までの草滑りの急登は十
分注意する。

■参加者（名）
CL:若林康裕SL:神原よしみ

■リーダーコメント
天気に恵まれ最高の山行でした。高低差のあるき
つく長いルートでしたが完歩できたのはよかった
と思います。
ヒヤリハットもなく内容的には上出来でした。

帰　柏宿泊手段 費　用 8,500円 集　合

登山口の住所：長野県小諸市

N

▲
▲

▲

▲

▲
トーミの頭

赤ゾレの頭

黒斑山
2404m

蛇骨岳
2366m

前掛山
2524m

火山館

車坂峠

前掛山山頂にて
草すべりを登る 槍ヶ鞘にて
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有り 氏名

土 ～

写真 写真

宝篋山山頂 小町山パラグライダー離陸場

日
程
・

コ
ー
ス

大津ヶ丘団地6:00⇒7:15小田休憩所(駐車場）7:30→富岡山山頂→小田城コース→9:26 宝篋山山頂→常願
寺コース→尖浅間山頂→純平歩道→極楽寺コース→12:30 駐車場→表筑波スカイライン（パープルライ
ン）小町山山頂直下駐車スペース→13:00小町山山頂→鬼越山山頂→駐車場⇒17:30 自宅

■山行報告
小田城コースをスタート、富岡山を過ぎるとやや急登となりあなどれない。
宝篋山山頂では川口さんがいつものように「ヤッホー」を叫ぶ、我々3人は人目をはばかって距離をとり静観。
下りは 尖浅間山過ぎまで、常願寺コースを行く、急な下りで気が抜けない。純平歩道を経由して極楽寺コース
を下る。沢沿いの道は気持ちがよい。
宝篋山は低山だが途中の景色もよく、本格的な登山を楽しめる山である。
下山後は、おまけで車で小町山に登る。この山も眺望のよい山であり、小町の館からいくつかの登山コースがあ
る。

団地6時 17:30

ルート図 ■特記事項(コースの特徴・注意事項)
パノラマが楽しめ初心者にもお勧めの山を案内す
る。

■参加者（4名）
伊東(CL)、川口(SL)、団地住民2名
 

■リーダーコメント
大津ヶ丘団地住民との交流山行　第二弾である。
今回は健脚の女性2名が参加した。
団地の会合で報告すると、出席者の中から次回が
あれば私も参加したいとの声があり、今後も継続
していきたい。

帰　柏宿泊手段 費　用 500円 集　合

山行期間 2022/10/1

 山 行 記 録 書 個人

日帰り

団地住民との交流山行

ルート 尾根 経験者 交通機関 車

山　名

川口

記録者 伊東春正

宝篋山・小町山 山　域 筑波連山 山行目的

計画者 伊東春正
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無し 氏名

土 ～

写真 写真

日
程
・
コ
ー

ス

桜土浦IC（7:00）⇒東海PA（7:45）⇒日立南太田IC（8:00）⇒（8:40）竜神ダム管理棟駐車場（8:55）→
（9:45）亀ヶ淵（9:55）→（10:05）東尾根取付き→（11:35）岩稜取付き（11:50）→（14:00）明山
(14:20)→三葉峠（14:35）→（15:05）亀ヶ淵（15:20）→（16:05）竜神ダム管理棟駐車場

■山行報告
竜神ダム管理棟脇の駐車場に車を止め、林道歩き50分で亀ヶ淵に到着。竜神川を渡って階段を登り、登山道を10
分程で曲がった樹の下をくぐってしばらく行ったところから、左側の尾根に取りつく。薮の中を強引に進んで、
東北領末端の小ピークとコルを越えると薄い踏み跡をたどると岩稜帯に着く。ここで、装備を付け、クライミン
グシューズに履き替え、ロープを結ぶ。岩はホールドスタンスともに豊富であるが、傾斜はかなりきついので、
アプローチシューズでは無理。また、つかんだホールドがときおりボロっと外れることがあり、注意が必要。中
間支点が取れないので、ゼロピンのみのビレーで気が抜けない。また、岩塔状のところをクライムダウンすると
ころが2か所あり、緊張する。2つ目の岩塔を乗り越え、薮をしばらく登れば、山頂。山頂からは一般登山道だ
が、かなり急で、フィックスロープにつかまりながら三葉峠まで下る。その後は、気が抜けてときおり滑ったり
転んだりしなが亀ヶ淵にたどり着いた。

柏駅

ルート図 ■特記事項(コースの特徴・注意事項)
明山山頂から亀ヶ淵に向かって、東に張り出して
いる尾根は岩稜となっており、クライミングを行
うものもいる。岩はもろい部分もあり、気を付け
る必要がある。
■参加者（名）
吉川、牧野
■リーダーコメント
明山の北東方向へ張り出す岩尾根をロープで確保
しながら登ったが、部分的には垂直の岩稜であ
り、また、クライムダウンもあり、ボルトやハー
ケンはないため、中間支点を取ることができず、
かなり恐怖心を感じる岩登りとなった。35mロー
プではちょっと短くて、ピッチをかなり細かく切
る必要があった。

帰　柏宿泊手段 費　用 集　合

登山口の住所：

山行期間 2022/10/1

 山 行 記 録 書 募集

日帰り

ロープクライミング研究

ルート 岩 経験者 交通機関 車

山　名

記録者

明山 山　域 奥久慈 山行目的

計画者 吉川 弘恭

N
篭岩山
501m

明山
457m

武生山
459m

烏帽子

421m

亀ヶ淵

三葉峠

上山・竜神

竜神ダム
180m

県道33号常陸
太田大子線

竜神川

明山北東稜の岩塔が見える 結構切り立った岸壁を登る 岩場を乗り越えて一安心
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若手のためのクライミング講習会報告書 

報告者 小金井由紀子 

日  時：２０２２年１０月１日～２日 

場  所：長野県  小川山 

主  催：日本勤労者山岳連盟 青年学生委員会 

参加者：講習生１２名 講師１１名 

 

１０月１日（土） 

０９：００ 集合 自己紹介 タイムスケジュールの確認 装備確認 グループ分け 

１０：００ ガマスラブにて基礎技術講習 

① リードの確保、セカンドの確保（ブレーキの解除）、トップロープの解除 

１５：００    ② 確保支点の作り方（流動分散）、中間支点の取り方 

③ 下降（ロープの結束、ハイフリクションモード、バックアップ） 

④ 確保からの脱出、宙づりからの脱出 

１６：００ 机上講習  基本技術の確認、クライミング報告（ドロミテ）、 翌日の班分け 

 

１０月２日（日） 

０８：００ 班ごとにマルチピッチクライミング 他 

       （春の戻り雪、ガマルート、セレクション、南陵神奈川、南陵下部・・）  

       リードクライミングの練習 支点の作り方 

１５：００ 終了 

 

今回宮城、東京、神奈川、千葉の 4つの会から 12名が参加した。 

基本の操作はほぼわかっているつもりであったが、焦るとできなくなる。会ごとで細かな動作が違っ

ていたが、安全であることが第一で、ケースバイケースで臨機応変に対応しなければならないとのこ

と。（バックアップの取り方もいくつかあり、グローブを使用するかしないか・・等も意見の分かれたとこ

ろであった） 

支点構築は一度だけ教えてもらったが、自分一人でできるかは不安、毎日のように反復して練習

することで身に付けるしかない。登り返し等の技術も習得しなければならないが、まずは器具の正し

い使い方を徹底して覚えたい。 

 

 ガマルートの１P目、右寄りのコース取りとなり、ややグレードアップ。一見手掛かり足掛かりが見当た

らない。手でバランスを取り片足に重心をおき、もう片方の足はスメアしながら腰を入れ立ち上がる。

「自分を信じろ」と言い聞かせてゆっくりと。これを何度も繰り返す。緊張して焦ってしまうのがよくな

い、深呼吸してスラブを見ると、引っ掛かりそうなところが見えてくる。手の置き方、膝の向きを変える

とどうにかクリア。２P以降は快適なクライミングとなり、最後は５０ｍの懸垂下降、これも気持ちよかっ

た。（マルチピッチ ガマルートは講習生 2名、講師 2名）  
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     1日目講習                            グイグイ登る 

 

        

         ガマルート 

 

       
          1対 1での講習                    捕まってないと怖い 
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有り 氏名

土 ～ 日

記録者 樫本 越子

白笹山・南月山 山　域 那須岳 山行目的

R4.9.19 計画者 横田 かすみ 山 行 記 録 書 個人

前夜発 一泊二日

紅葉ハイク

ルート 尾根 経験者 交通機関 車

山　名

佐藤・横田

山行期間 2022/10/1 2022/10/2

別荘6:00⇒6:40沼ッ原P
沼ッ原P7:00→9:00白笹山→10:00南月山→11:00日の出平→11:25牛ヶ首→12:00姥ヶ平12:30→12:40ひょう
たん池→13:05三斗小屋温泉分岐→14:00日の出平登山口分岐→14:30沼ッ原湿原→15:00沼ッ原P
沼ッ原P15:15⇒16:10別荘

日
程
・
コ
ー

ス

■山行報告
姥ヶ平の紅葉を期待して出発。沼ッ原の駐車場に着いた頃には結構な車の数でびっくりした。白笹山までの道は
山の名前の通り、笹が多く歩きにくかったが、ちょうど伐採作業が進められていた。南月山からは雲に見え隠れ
しながらも茶臼岳が顔を出した。南月山からの下りで、1名転倒したが、大事には至らず、ホッとした。牛ヶ首か
ら見る茶臼岳は目の前で豪快。姥ケ平に向けて降りて行くと紅葉のパッチワークが薄く見てきたが、まだ少し早
く3分ぐらいな感じ。ランチ後ひょうたん池に映る「逆さ茶臼」を見て、その美しさに感動した。そして沼ッ原湿
原を通って下山した。

各戸ピックアップ 19:30

ルート図 ■特記事項(コースの特徴・注意事項)
那須連山の西端に位置する白笹山までの道は笹が
多く、歩きにくいところがある。南月山から火山
礫に覆われた尾根を進み、日の出平から見る茶臼
岳は豪快である。姥ヶ平の紅葉は素晴らしい。別
荘に宿泊し、バーベキューを楽しむ。次の日、大
丸温泉の混浴露天風呂を体験
。
■参加者（4名）
CL:横田、SL:佐藤、若林、樫本

■リーダーコメント
木々も色づき始め、よそ見をしながら歩いていた
のか？S氏が南月山を少し過ぎた所で蹴躓きうつ伏
せ大の字に倒れ、しばらく反応がなかったので心
配しましたが、サポーターを付けていたお陰で大
した怪我もなくすみました。（因みにサポーター
は表裏逆に付けていましたが）紅葉ハイク、素敵
な別荘でのバーベキュー、そして夜空には花火、
癒された二日間でした。

帰　柏宿泊手段 別荘 費　用 約9,000円 集　合

N

笹をかき分けて白笹山山頂に向かう 南月山山頂にて 牛ヶ首、雄大な茶臼岳をバックに

ひょうたん池に映る茶臼岳
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有り 人数 2

木 ～

京急逗子線 京急本線

神武寺駅

鷹取山

田浦駅

神武寺

横浜横須賀道路 按針塚駅

塚山公園

登山口停留所バス

大楠山 衣笠駅

写真 写真

神武寺の薬師堂 濡れた鎖場

記録者 堂添（代）菊地

山　名 鷹取山・大楠山 山　域 三浦半島 山行目的 秋風の三浦半島を歩く

 山 行 記 録 書 企画 計画者 佐々木 勲

■山行報告　朝から曇り空・小雨交じりの山行でした。逗子中学校からの登り口で雨具を整え、登り始めると艶
やかな樹木が気持ちよく感じられた。でも、神武寺からの登山道は、石畳や木の根の上に、濡れ落葉が重なり足
場は緊張の連続だった。広い山頂に出ると、切り立った断崖に圧倒された。岩の上の展望台は風雨強し。摩崖仏
を見て下山した。京急田浦駅からひと駅乗って塚山公園に向うころは小雨。公園までは急坂もあり、侮れない。
公園は横須賀港を眼下に気持ち良く展望できた。堂添さんが、昼食後帰途についた。(11:50）3人で大楠山入口
に向かった。雨がひどくなる。横浜横須賀道路のトンネルをくぐって山道に入る。「大小の橋を渡り沢沿いを歩
いたら、木道を登る前に帰る」という判断をし帰途に就いた。歩行距離１８km、貴重な経験でした。

電車

山行期間 2022/10/6 日帰り

ルート 尾根 経験者 佐々木,菊地,山内は大楠山有り交通機関

日
程
・
コ
ー
ス

柏5:57⇒横浜経由(京急・逗子線）神武寺駅7:44/7:50→（40)神武寺→（35)9:05鷹取山40→(60)（京急本
線）京急田浦駅10:45⇒按針塚駅10:50→11:20塚山公園(昼飯）→（30)→13:00大楠山入口(20)大楠登山口
バス停13:37⇒バスにて衣笠駅14:05/14:09→柏駅16:10(解散）所要時間5時間40分

■特記事項(コースの特徴・注意事項)鷹取山（１
３９m）の名の由来は、太田道灌がこの地で鷹取
をした故事による。かつて「湘南妙技」と呼ばれ
た岩山で多くのクライマーがここで訓練をした。
途中、塚山公園は桜の名所、江戸時代帰化した英
国人三浦按針（ウィリアム・アダムス）の墓があ
る場所としても知られている。
■参加者（名）山内、堂添、佐々木、菊地4名
■リーダーコメント：　　　　　　　　　　　こ
の時期台風の余波があり、当日雨模様、但し観光
課で止む時間もあるとの話、結局、下見で危険個
所無く決行を決断。皆の同意で楽しく運動不足を
解消。塚山公園の四阿屋は貸切状態。道中すれ違
いの人もなく静かでコロナを忘れさせる一日と
なった。磨崖仏では一つ発見あり、半年前に無
かった蜂の巣が右肩の上に丸く大きくぶら下がり
居り、注意喚起の看板に目を見張った。（佐々
木）

柏駅 帰　柏

ルート図

登山口住所：逗子市池子/横須賀市山中町

宿泊手段 費　用 3400円 集　合

NN
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‘22 年 10 月 07 日(金)～09 日(日) – 栗駒山・神室山・以東岳（東北二百名山） 

前田 周祐 

岩手・秋田・山形の二百名山を登ってきました。不安定な天候でしたが東北の紅葉歩きが楽しめました。 

 

① 10月 07日(金) 栗駒山（須川高原温泉・産沼ルート往復） 

(前日)山形空港⇒道の駅（車中泊）⇒05:10須川高原温泉登山口 05:39→06:02名残ヶ原 06:09→07:03
産沼分岐→07:43栗駒山 08:07→08:44産沼分岐→10:13栗駒山登山口⇒道の駅（車中泊） 

 

栗駒山の燃える様な紅葉を楽しみに再訪しました。中腹までは赤、黄色、黄緑色などカラフルで新鮮な

紅葉・黄葉が楽しめましたが、上部はくすんだ色で、稜線は落葉もほぼ終了し前日の降雪にて山頂は霧氷

で真っ白。総じて緩斜面で特段危険個所はありませんが、雨後の泥濘やガレ場があり若干歩き難い区間は

あります。当日は高曇りでしたが、鳥海山、焼石岳等周囲の山々の雄姿をぐるり見渡すことができました。

下山後、須川高原温泉の最高の硫黄泉でまったりした後、横手やきそばを堪能し翌日に備えました。 

 
＜ルート概要＞             ＜名残ヶ原から山頂＞      ＜紅葉のパッチワーク＞   

 
＜中腹までは紅葉が新鮮＞       ＜山頂は霧氷で真っ白＞     ＜須川高原温泉に戻りました＞  

 

 

② 10月 08日(土) 神室山（西ノ又コース↑＋パノラマコース↓） 

道の駅⇒神室山登山口05:46→第 1渡渉点06:11→第 2渡渉点06:29→第 3渡渉点07:25→07:46
胸突八丁坂→前神室山分岐08:59→09:11神室山→09:14避難小屋09:27→神室山09:33→前神室
山分岐09:47→前神室山10:32→第 1ピーク 12:07→12:32登山口⇒(温泉)⇒道の駅(車中泊) 

 
朝から小雨の中、カッパ着てスタート。西ノ又川沿いに進むが何度か渡渉点があるので、前日の雨で増

水を懸念したが問題無かった。渡渉といっても難度は高くなく、ストックでバランスすれば大丈夫。細いトラ

バース区間が長く、足場が崩れておりコース一番の難所と思いました。胸突き八丁はほぼ直登の急斜面で

すが標高差 350m程なので 1時間弱。稜線に出る頃には雨が止み、山頂周辺にいる半時間ほどは奇跡的

に晴れてくれ、綺麗な紅葉が楽しめました。下山はパノラマコースですが、またガスで真っ白。後半やっと

ガスが取れ、周囲や下界が見えました。変化のあるいい歩きが楽しめました。 
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＜ルート概要＞             ＜西ノ又沿いに進みます＞     ＜吊橋も 2回出てきます＞ 

 

＜ちょっと長い渡渉＞        ＜山頂手前で晴れてきました＞   ＜紅葉のパッチワーク＞ 

 

③ 10月 09日(日) 以東岳（泡滝ダムから往復） 

道の駅⇒04:05大鳥登山口04:26→冷水沢橋05:53→七ツ滝沢橋06:02→7:04大鳥小屋7:20→09:21
オツボ峰→10:15以東岳10:37→10:44以東小屋→12:10東沢渡渉点→12:47大鳥小屋→14:58大鳥
登山口⇒道の駅(車中泊)⇒(観光)⇒山形空港(空路)⇒羽田空港⇒帰宅 

 

早朝からヘッ電でスタート。川沿いの細い高巻トラバースや、崩壊地で底迄下って登り返す等少しワイル

ドです。揺れる吊橋 2本の先で標高差 150m登って大鳥池。大鳥小屋は休憩適地。オツボ峰コースは泥

濘の急登で枝や根っこなど掴んで進みます。三角峰からは、稜線と紅葉が綺麗に見えました。オツボ峰か

ら山頂はガスと強風で真っ白。下山は直登コースなので早い。絶景の大鳥池は噂通り熊の毛皮の形に見

えます。大鳥池の湖畔歩きが意外と大変でしたが、小屋で休憩し、思ったより早く下山できました。

 

＜ルート概要＞             ＜修復なった七ツ滝沢橋＞    ＜山頂稜線 -三角峰から＞ 

 

 ＜歩く稜線と紅葉＞          ＜山頂は真っ白な絶景＞     ＜大鳥池が熊の毛皮形ですね＞  
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2022年 10月 7日～8日 蔵王山・栗駒山山行記録 

                                    野田作成 

紅葉シーズンが始まった 10 月初旬、東北の山に紅葉を見に行く。急に寒くなってきた不安

定な天気の週末、4人で思い切って出かけた。 

7 日（金）現地：曇り午後雨 

 柏 4:00柏 IC4:10⇒東北道⇒上河内 SA⇒国見 SA⇒白石 IC7:50⇒蔵王エコーライン⇒ 

 山頂 P 着 8:45  9:00 発→蔵王山山頂 9:50-10:00→刈田嶺神社 10:40→山頂レストハウ

ス着 10:50（休憩）                  【所要時間：1時間 50分】 

P発 11:30⇒（雨）白石 IC12:30⇒一関 IC14:50⇒一関東横イン着 15:00 買出し・夕食 

 

早朝曇天の中、柏出発、蔵王を目指す。白石 IC より蔵王エコーラインを通り最後に蔵王

ハイライン（500円）を通って山頂 Pに着く。残念ながら曇り。準備をして出発。整備さ

れた登山路より蔵王山山頂が見える。御釜方面はガスの中。途中ガスの切れ間から御釜が

見える。神秘的な美しさの湖である。広い山頂からスキー場方面が見える。寒くなってき

たので早々に下山し、刈田嶺神社へ向かう。山頂は神社の中にあった。ガスが濃くなって

きた。レストハウスで一休み。この先白石 ICから一関 ICへ行き、一関駅前の東横インに

宿泊する。駅前の案内所で明日の栗駒山の状況を聞き、近くの庄屋で明日の作戦会議・夕

食を食べてチェックイン。朝 6 時半には現地に行かないと駐車場が一杯になるとのこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

御釜 

蔵王山（熊野岳）1840m 

刈田岳 1758m 

刈田嶺神社 

山頂レストハウス 神秘的な青色の御釜 

蔵王山山頂 1840m 刈田嶺神社 1757.8m 
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8 日（土）現地：曇り午後晴 

 3:00起床・4:00ホテル発⇒342号⇒狭い山道⇒須川温泉 P着 5:15（6時頃には 80％駐車） 

 P発 6:15→苔花平→産沼コース→産沼→山頂 8:40-9:00（ガスの中）→苔花平→地獄谷 

 →P着（晴）12:00（駐車場満車、混雑）         【所要時間：5時間 45分】 

 P発 12:20⇒湯花温泉（三浦旅館入浴）13:00-14:00⇒道の駅「はなやま」⇒古川 IC16:10 

 ⇒郡山 JCT ⇒磐越道⇒いわき JCT ⇒常磐道⇒柏 IC20:15⇒GS清算・解散 21:00 

 

早朝ホテル発、342 号を須川温泉へ向かう。手前 10 ㎞はガスの中の狭い山道となる。現地

まで全く車に合わない。現地駐車場はガスの中。まだ空いていたが 6時頃になると随分埋ま

ってきた。曇天の中出発。栗駒山頂付近ガスの中。山頂はガスのため周囲全く見えず。 

一休み後下山する。登ってくる登山者が多い。駐車場に着くころ晴れてくる。混雑が予想さ

れたので早めに出発し、途中の山の中の温泉で入浴してさっぱりして柏へ帰る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参加者  CL野田久生（車）、SL加藤澄子、会計：大下みつ江、医療：大橋宣子 

会 費  12,600円＋ホテル代（6,800円）+入浴料 500円＝19,900円/人 

総走行距離：1050㎞ 

 

リーダコメント（野田） 

 二日とも曇りの天気でしたが、蔵王山、栗駒山の山頂まで行くことができました。蔵王は

観光地で短時間の登山でしたが、比較的楽に登れる栗駒山の人気には驚きました。この付

近一帯温泉などもあり、自然豊かな観光地でまた訪れたい場所でした。参加者一同満足で

きた山行となりました。 

須川温泉駐車場 

栗駒山 

1627m 

いわかがみ平方面 
天狗平 

通行止め 

産沼コース 

一関方面 

産沼 

地獄谷 
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無し 氏名

土 ～

トヤ山 登山道 下降点

1220

左俣 右俣

860、林道終点

林道

🅿駐車場

写真

山行目的

日帰り

沢登に慣れる

ルート 沢 経験者 交通機関 車

山　名

記録者 牧野 安弘

道平川 山　域

コ
ー

ス

柏4:30　➡　常磐道・関越道　➡　7:10駐車場7:45 →　入渓ポイント7:55　→
左俣二俣(6mの滝)10:00　→登山道出合13:10　→　右俣下降点13:30　→林道終点14:30　→
15:25駐車場15:40　➡関越道・常磐道　➡　19:45柏

計画者 吉武 興治 山 行 記 録 書 個人

山行期間 2022/10/8

西上州

■山行報告
　8日の天気は「雨または曇りで11月並みの冷え込み」の予報だったため実施できるか心配していたが、山行が
近づくつれ「曇り時々晴れ」の予報に変わった。しかし、前日の関東地方はかなり激しい雨が降り気温も低かっ
たので、沢の水量・水温については不安があった。
　柏を4時30分に出発、常磐～関越～上信越道を走る。予定より45分早く道平(どうだいら)川沿いの林道路肩の
駐車場に到着。身支度をし7:45に出発。林道を進む。7:55岩塔の近くの二股から入渓。この川は元々流れが細い
のか、あまり雨が降らなっかったのか、水量は気にならなかった。この時期に全身水浸しは避けたいので「入水
は下半身まで」の思いで注意しながら沢を歩く。いくつかの滝を通過し、10:00に核心部の左股二股の6ｍの滝に
到着。ここでCLがフリーで滝に取付き難なくクリア。続いて、SLが続くも滝下部の足場の少ない所で滑り川に転
落、胸まで浸かる。気持ちが折れかかるも再挑戦。慎重に足場・ホールドを探し何とかクリア。その後、ロープ
を出し残りのメンバーもクリア。12:30沢から外れ、尾根に取付く。沢登りお決まりの稜線への厳しい登り。40
分程踏み跡のない急斜面を登り稜線に出る。13:30下降点から沢を下り林道を経由して15:25駐車場に戻る。今回
は気温・水量・水温など心配したが、時折り日も差し、あまり寒さを感じること無くシーズン締めくくりの沢登
りを楽しむことが出来ました。

柏駅 19:45

ルート図 ■特記事項(コースの特徴・注意事項)
西上州の展望の山、トヤ山から毛無岩を稜線とす
る峰々を水源とする沢で、特に左股は源頭まで水
流があり、登れる滝が多く，両岸がそそり立つゴ
ルジュや癒しのナメ滝、直登困難なハング滝があ
る。左股を登り、右股を下降する、初級者向きの
沢。グレード1級上。

■参加者（3名）
吉武 興治(CL)　牧野 安弘(SL・記録)
小野寺 万里子(会計)

■リーダーコメント
  予想に反し、寒くもなく水量も多くなく天候に
恵まれました。左股の遡上では適度の滝が点在し
楽しめるも、尾根への詰めは苦戦を強いられた。
今回もまた勉強させられる山行でした。

帰　柏宿泊手段 費　用 6,000円 集　合

登山口の住所：群馬県下仁田町

N

入 渓 核心部6ｍの滝 淵を回り込む
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無し 氏名

土 ～

写真 写真

日
程
・
コ
ー
ス

柏5:00⇒柏IC5:15⇒河口湖IC7:35⇒西湖いやしの里根駐車場着8:00

駐車場出発8:20→登山口9:10→王岳着11:10出発11:40→吉沢山12:10→鍵掛13:00→鍵掛峠13:30→駐車場着
15:20

駐車場出発16:00⇒「甲州ほうとう小作」出発16:55⇒河口湖IC17:00⇒柏IC19:55⇒柏20:30

■山行報告
昨日の雨がまだ残っているような小雨交じりの出発でした。河口湖ICを下りても様子は変わらず、好天したのは
駐車場で準備運動をしている時でした。駐車場は広く予定通りに出発しました。林道歩きからジグザグの急登と
なり、登りの疲れない歩き方を、吉川さんから教えて頂き、大変感謝しております。 王岳山頂では、西湖から
青木ヶ原樹海が気持ちよく広がっていました。目の前の雲の切れ間から、富士山頂が見えたので、川口さんの音
頭で「ヤーホー」の雄叫びをあげてきました。王岳からの稜線歩きは、狭く岩肌のロープには緊張しました。鍵
掛峠からの下りは長く、吉川さんに下り坂の歩き方も教えて頂きました。A班は健脚揃いで、B班より早く駐車場
に着きました。下山後は「甲州ほうとう小作」で、美味しく食事をし予定通り柏に戻りました。明日へのエネル
ギーを得られる山行でした。

■特記事項(コースの特徴・注意事項)
駐車場から1時間程度は林道歩きとなるが、登山
道に入るとジグザグの急登になる。
大岳から鍵掛峠へは、多少のアップダウンがある
稜線となる。稜線は南側が急斜面となっており、
一部狭い箇所やロープが設置されている箇所があ
るので、注意が必要。

■参加者（10名）
(CL)水落朋子・（SL）川口光雄・野田久生・
神原よしみ・小野寺万里子・大下みつ江・吉川弘
恭・川上よう子・堂添伸一・菊地美智子

■リーダーコメント
早起き、往路途中の小雨、急な登り、狭い稜線歩
き、急な下り、帰路の小仏トンネル渋滞…といく
つかの難関がありましたが、皆さまのご協力、頑
張りのおかげで、無事に楽しく山行を終えること
ができました。ありがとうございました！

柏駅 帰　柏 20:30

ルート図

登山口の住所：山梨県南都留郡富士河口湖町

宿泊手段 費　用 ３，６６０円 集　合

車

山行期間 2022/10/15 日帰り

ルート 尾根 経験者 交通機関

記録者 菊地 美智子

山　名 王岳 山　域 御坂山塊 山行目的 湖と樹海越しの富士山を眺める

 山 行 記 録 書 企画 計画者 水落 朋子

N

▲

▲

▲

℗ 

王岳

1623m

吉沢山

1597m

鍵掛

1589m

西湖いやしの里根場

登山者用駐車場

908m

鍵掛峠

1520m
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有り 人数 1人

日 ～

コ
ー
ス

柏(5:00)⇒(7:20)幕山公園駐車場(7:40)→登山口(7:45)→(8:45)悟空スラブ基部・登攀開始(9:10)→
(11:00)2ピッチ目終了点・先行グループ(5名)の下降者待ちのため待機約60分(12:00)→
(12:30)3ピッチ目終了点・懸垂下降開始(12:55)→(14:10)悟空スラブ基部(14:30)→幕山公園駐車場
(15:00)⇒柏(22:20)※常磐道メンテナンスのための片側通行の渋滞による遅れ。

■山行報告
5:00柏を出発、湯河原に近づくにつれ曇り空から青空に変わる。幕山公園駐車場に7:20に到着。
準備を整え駐車場近くの登山口より歩き出す。少し歩くと一般登山道を外れ、岩壁がそこここに現れる。その基
部を伝う道を歩き悟空スラブを目指す。湿った岩に苔も生えている、粘土質の道を滑らないよう注意深く歩き、
8:45登攀地点に着く。登攀準備を終えCLペアの登攀開始。
1ピッチ目は35ｍ、傾斜の緩い岩を右上気味に登るルート。CLがリードで登り始め、ビレイヤーがロープを出
す。足元にあるロープの出が少し滞る。CLより「ロープをちゃんと出せ、引っ張ると俺が落ちる。」普段は温厚
なCLから厳しい言葉が飛ぶ。後続のペアがロープをほぐし流れが良くなる。
2ピッチ目は45ｍ、少し傾斜がきつくなる。2ピッチ目の上部まで登ると青空の下に真鶴半島・相模湾に浮かぶ初
島、その先にうっすらと大島が見える。登り終えると、3ピッチ目の上から先行するグループの下降者が降りて
きた。ここで、先行グループ全員が懸垂下降するのを待つこと約60分。ロープワークの練習をしたり、景色を見
たりしながら過ごす。
12:00登攀再開。3ピッチ目は45ｍ、左にトラバースしながら垂直に近い岩を登る。12:30全員が登り終える。小
休止し、12:55自身初めての外岩での懸垂下降、2本のロープを支点・ビレイ具にセットするが、練習したことが
スムーズにできずまごつく。3ピッチ目を下降し、登り2～1ピッチ分を一回で降り、全体を2ピッチで下降した。
 今回は支点構築・ビレイ・ロープワーク・懸垂下降など、ある程度の練習をして参加しましたが、現場での
ロープの流れる方向や、カラビナ・ビレイ具の向きなどが練習の時と少し変わるだけでまごついてしまいまし
た。クライミングは危険を伴うので、基本的な技術の反復練習と実地訓練を重ね、技術を身に着けることが必要
と感じました。

記録者 牧野 安弘

幕山・悟空スラブ 山　域 伊豆・箱根 山行目的

計画者 吉川 弘恭

山行期間 2022/10/16

 山 行 記 録 書 募集

日帰り

悟空スラブマルチピッチ訓練

ルート 岩 経験者 氏名：吉川 弘恭 交通機関 車

山　名

登山口の住所:神奈川県湯河原町幕山

柏市役所駐車場 20:20

ルート図

帰　柏宿泊手段 費　用 4,200円 集　合

■特記事項(コースの特徴・注意事項)
マルチピッチのロープ裁きを悟空スラブにて行
う。5.4　3～4ピッチ。悟空スラブそのものは、
傾斜も緩く岩もしっかりしており、支点もボルト
が打ってあることから、グレード的には易しい
ルートであるが、リードは滑落に十分注意して、
中間支点をしっかりとる。
■参加者（4名）
吉川 弘恭(CL)　小金井 由紀子(SL)
牧野 安弘(記録)　石田 良輔(装備)
■リーダーコメント
　悟空スラブは、傾斜が緩く、グレードの低い
コースで、ロープ扱いの練習をするには良い場所
である。下見をしていたにも関わらず、当初、正
面壁の方に行ってしまった。やはり、平常心を
失っていたようである。

悟空スラブへの道 2ピッチ目の上部でビレイ・真鶴半島と相模湾 3ピッチから2ピッチ目上部に懸垂下降

幕山公園駐車場180m
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スタート

スラブ基部で登攀準備

支点構築

登山道近くのショートルートをトップ

ロープで登る「他のグループ」

1ピッチ目の上部でビレイ

3ピッチ目をリードで登るCL

3ピッチ目をリードで登るSL

悟空スラブへの道

クイックドローにロープをかける3ピッチから2ピッチ目上部に懸垂下降

18



2022年 10 月 21 日（金）快晴 苗場山山行記録 

                                      野田久生 

2012年 6月以来 10年ぶりに苗場山に登る。快晴となった当日、秡川登山口から登山開始する。 

 自宅 4:20⇒柏 IC4:30⇒湯沢 IC6:45⇒現地秡川登山口 P着 7:20 

 P発 7:40→和田小屋登山口 8:00→中ノ芝 9:40-9:50→神楽ヶ峰 10:30→苗場山山頂 11:40-12:15 

 →神楽ヶ峰 13:15→上ノ芝 13:40→和田小屋 15:20→P着 15:40     【所要時間：8時間】 

 P発 16:00⇒湯沢 IC16:40⇒関越道渋滞⇒柏 IC20:10⇒GS⇒自宅 20:30  【走行距離：465㎞】 

 高速料金         ガソリン代 4,749円  15㎞/L 

 

早朝から快晴の中、秡川登山口より出発する。平日にもかかわらず、多くの車が駐車している。この

先和田小屋までスキー場となっており、そこに大きなロッジができていた。またここよりリフトで

中ノ芝付近まで行き、その先苗場山山頂まで 1時間で登れるとのこと（リフトは夏季、休日のみ 2000

円）驚く。中ノ芝で一休み、登山者が多くなってくる。神楽ヶ峰まで来るとカッサダムの向こうに平

標山など上越の山々が良く見えてくる。目前に苗場山の雄姿が迫ってくる。ここより一旦下り、日

陰に少し雪の残る急な登山道を登った所で急に視界が開け、広々とした山頂に着く。快晴素晴らし

い景色である。山頂の標識まで行き写真を撮り、広々とした山頂でしばらく休む。目前の平標山が

一際目を引く。下山はぬかるむ道に滑らないように注意して下山する。晴天の中、快い疲れと共に、

苗場山山行を楽しむことができた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

登山口の住所：新潟県湯沢町

N

秡川登山口P

国道17号

方面

和田小屋

神楽ヶ峰

2030m

苗場山2145m

大赤沢新道

秋山郷方面

赤湯方面

スキー場

ドラゴンドラ方面

小松原コース

苗場山山頂 2145m 

苗場山の雄姿 

苗場山山頂の池塘 

山頂 
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無し 氏名

土 ～

見上げる稜線　どうやって登るのか 山頂から振り返って　これから行く道

写真 写真

記録者 小金井 由紀子

御神楽岳 山　域 下越 山行目的

計画者 小金井 由紀子

山行期間 2022/10/22

 山 行 記 録 書 

日帰り

リベンジ

ルート 尾根 経験者 交通機関 車

山　名

日
程
・
コ
ー

ス

前日：車中泊
当日：0630登山口→（60）湯沢出合→0910高頭0930→1000湯沢ノ頭1010→1100雨乞峰→1120御神楽岳1140
→（10）1150雨乞峰→1240湯沢の頭→1320高頭1330→1500湯沢出合1510→1610駐車場
（所要時間9時間40分）

2年前に挑戦して高頭手前で敗退。今回麓の旅館に泊まれば登山口まで送迎可という情報を得て蝉から室谷へ抜
ける計画をしたが、諸事情により急遽蝉からの往復となった。
湯沢出合までは数回渡渉あり、この渡渉が滑りすぎてかなり緊張する。湯沢出合から一気に高度を上げていく。
途中までは鎖があるが、その後はピンテもあったりなかったりでルーファイしながら高頭まで行く。（前回は下
りでミスコースしたため、何度も振り返り下るルートを頭に焼き付けておく）
高頭からは未踏のコースで、これがまた気が抜けず細尾根を慎重に歩く。何度も心が折れそうになったが登山開
始から5時間で山頂に到着。休憩後来た道をまた戻るのかと半泣きで下山開始。ザレザレかヌルヌルの急斜面が
続き猿のように手足を使い下りる。
人を寄せ付けずひっそりと鎮座している山、1400ｍに満たない山とは思えないオーラがあった。

柏駅

ルート図 ■特記事項(コースの特徴・注意事項)
下越の谷川岳と呼ばれる岩稜の山、蝉ヶ平コース
は一般コースだが、岩稜が続き、緊張感の高い上
級コースで滑落しないように注意が必要。
道迷い所が数カ所、渡渉はかなりスリッピーであ
る。高頭直下はルートファインディングが必要、
とにかく焦らないこと。

樹林帯を抜けたあとに見えるスラブは圧巻であ
る。一度見たら忘れられない

■参加者（名）
 小金井

■リーダーコメント

帰　柏宿泊手段 費　用 15,000円 集　合

登山口の住所：新潟県阿賀町

N

▲御神楽岳1387

▲高頭953

P260

▲雨乞峰1350

▲大森山1048

湯沢出合

室谷登山口

大森

▲本名御神楽1266
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‘22 年 10 月 22 日(土) – 四郎岳・燕巣山（群馬百・栃木百） 

前田 周祐 

自宅 04:00⇒05:20東武・幸手駅 06:00(集合)⇒(北関東道経由）沼田 IC⇒R120⇒08:40 
丸沼温泉登山口 09:05→10:14四郎峠→11:06四郎岳11:28→12:04四郎峠12:10→13:37 燕巣山

13:48→14:38四郎峠→16:00丸沼温泉駐車場 
⇒(温泉）⇒R120⇒(高速道）⇒20:00加須 IC⇒幸手駅⇒21:30自宅(歩行時間 6h25m+休憩 30m) 

 

雪の前に 2,000m超の 2座を社外友人 2名と登ってきました、丸沼は日本観光地百選湖沼の部で 1位

を獲得した名所で、最盛期の紅葉を眺めながらスタート。軽い渡渉が連続し、時に笹漕ぎもありましたが、

山慣れたメンバーで楽しみながら歩きます。四郎岳も燕巣山(ﾂﾊﾞｸﾛｽﾔﾏ)もそこそこ急登ですが、山頂の眺

望を楽しめる報奨付きです。日光白根山を正面に、根名草山迄の稜線が左手に見えています。燕巣山か

らは富士山も綺麗に見えました。山頂から少し進むと、鬼怒沼山と鬼怒沼が見え、その奥に黒岩山から帝

釈山・田代山への稜線。樹間に燧ヶ岳が近く、尾瀬沼も少し見えました。山中で出会ったのは１グループ 3

名のみ。山頂で長居すると寒い時期になりましたが、いい意味でワイルドなルートが楽しめました。 

 
＜ルート概要＞             ＜短い渡渉が連続します＞   ＜沢沿いに登ります＞ 

 
＜荒れていますがピンテ多数＞    ＜倒木を乗り越えて＞      ＜四郎岳はなかなか急登＞ 

 

 ＜日光白根が正面に＞          ＜燕巣山も結構急登＞   ＜燕巣山に到着＞ 
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有り 人数 2

土 ～ 日

至檜枝岐村

〇渋沢温泉小屋跡 御池ロッジ

〇

三条の滝 裏燧林道

〇

温泉小屋

〇 △燧ヶ岳 沼山峠

〇 長蔵小屋

〇竜宮 見晴 〇 沼尻 〇

写真 写真

記録者 大下みつ江

尾瀬ヶ原 山　域 尾瀬 山行目的

計画者 佐藤 常彦

山行期間 2022/10/22 2022/10/23

 山 行 記 録 書 個人

前夜発 一泊二日

初冬の尾瀬を歩く

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

・10/21　前夜出発　柏19:00⇒16号線⇒4号線⇒尾瀬ミニ公園23:40　テント泊
・10/22尾瀬ミニ公園5:00⇒御池ロッジ駐車場到着5:30　　6:00出発→広沢田代9:30→俎嵓11:30→柴安嵓
12:00　　　　12:15→見晴・檜枝岐小屋16:10　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・
10/23檜枝岐小屋6:30→温泉小屋8:00→天神田代→上田代湿原→御池駐車場到着14:30　15:00御池駐車場出
発⇒矢板⇒柏21:00

■山行報告
前泊のミニ公園を早朝5時に出発し御池駐車場到着。気温は４℃、寒さが身にしみる。しかし登山口から階段、
脱いだ防寒着でザックが膨らんだ。目指すは燧ケ岳を超え見晴（檜枝岐小屋）迄だ。登山道も整備され途中には
尾瀬らしい湿原（熊沢田代）が広がりその先には燧ケ岳が見えて壮大でした。池塘や黄金色の草紅葉を満喫。登
山の途中の天候は目まぐるしく霧、曇、時々晴れ、しかし爼嵓と柴安嵓の山頂では３６０度の展望で日光男体
山、白根山も見え眼下には、尾瀬沼と尾瀬湿原が壮大でした。見晴の檜枝岐小屋迄ガレ場とで、足元も悪く長い
道のりでした。木道が見えた時は疲れもピークになっていた。山荘の温泉が疲れを癒してくれました。本日で小
屋も最後の日、記念のボールペンを頂き、出発にはご主人が見送ってくれ小屋を後にした。黄金の草紅葉、朝霧
と池塘そして白樺の木と太陽。幻想的で大感激でした。素晴らしい個人山行で楽しむ事が出来ました。

柏駅 21時

ルート図 ■特記事項(コースの特徴・注意事項)
特に危険なところは無いが、ロングコースの為体
調に気を付けて行動する。霧の枯紅葉が素晴らし
い。爼嵓（まないたぐら）からの展望は目の前に
最高峰の柴安嵓（しばやすくら）、遠くに尾瀬ヶ
原と至仏山、眼下に尾瀬沼、その先にドーム型の
日光白根山
男体山が遠望出来きる。
■参加者（名前）
CL佐藤常彦　SL横田かすみ　木村善光　大下みつ
江

■リーダーコメント
今季小屋の最終営業日に草木が霜で白く覆われた
静かな尾瀬ヶ原を歩く。ここ2～3年ほど雪に見舞
わたが、今年は曇天ながら景色の見通しもよく、
最高の山旅になりました。

 

帰　柏宿泊手段 山小屋 費　用 集　合

熊沢田代湿原と燧ケ岳 燧ケ岳山頂

NNNN

尾瀬沼
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有り 人数 2

月 ～

⛩　▲男体山　2486m

　●9合目

●8合目避難小屋

⛩

●6合目(1900m）

●5合目避難小屋

●4合目

●３合目 🅿駐車場

ⓈⒼ ⛩二荒山神社

写真 写真

記録者 大下 みつ江

日光男体山 山　域 奥日光 山行目的

R4.10.24 計画者 吉武 興治

山行期間 2022/10/24

 山 行 記 録 書 企画

日帰り

秋の百名山

ルート 尾根 経験者 氏名：吉武、小野寺 交通機関 車

山　名

日
程
・
コ
ー

ス

　
柏5:00⇒幸手IC（圏央道）⇒東北自動車道⇒日光宇都宮道路清滝IC⇒駐車場到着8:20→二荒井山神社8:45
→四合目10:00→7合目12:05→9.8合目山頂近く13:30→7合目14:40→4合目15:50→二荒山神社、駐車場到着
16:45⇒日光宇都宮道路清滝⇒東北自動車道⇒圏央道⇒幸手IC⇒柏IC⇒柏9:00解散

■山行報告
天候の心配をしつつ柏を出発した。いろは坂では濃霧で視界が悪く紅葉も見えませんでしたが、駐車場到着時には雨も上が
り、紅葉も見え幸先の良いスタートでした。二荒山神社の揺拝所で１人当たり1,000円をお納め、A,B班に分かれて登拝門か
らスタートした。ミズナラの樹林帯を抜け石の鳥居に到着、この先から急な坂となり紅葉が綺麗でした。5合目と7合目に避
難小屋あり、展望が開けるはずが雨からみぞれそして雪に変わり、足場も悪く岩やがれ場が続き、頂上付近は２〜５センチ
の積雪情報もありました。登頂手前の9.8合目で13:30のタイムリミットとなり、山頂間近で下山となったが、晴れたら紅葉
と素晴らしい周辺の山々、中禅寺湖が箱庭の様に見えるだろうと、思いをはせながら足場に気を付けての下山でした。駐車
場に到着前30分にライトを準備し足元に注意を払った。途中体調を崩した方もいたため、全員で山頂迄行く事は敵いません
でしたが、怪我も無く終わることができました。

柏駅 21時

ルート図 ■特記事項(コースの特徴・注意事項)
山岳信仰の対象してもしられる。二荒山神社に入
山料を納めスタートします。山頂迄のピストン
コースなので分かり易いが急な登りもあり、高度
が上がると岩場が多くなるので気を付けて登山す
る

■参加者（名）
CL吉武興治　SL小野寺真理子　吉川弘恭　　有賀
秋男　菊地美智子　大下みつ江　　　　飯島玉枝
堂添伸一　　山内桂子　川口光雄

■リーダーコメント
  紅葉真っ盛りでしたが、寒気の南下により寒い
一日でした。小雨と小雪の降る中での山行、山頂
付近では雪景色となる厳しい気象条件での山行、
滑りやすい岩の隙間をメンバーの力強い絆のも
と、無事下山できました。

帰　柏宿泊手段 費　用 4,350円 集　合

これから登山スタート 3合目辺りの紅葉 9.8合目山頂付近

N
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有り 氏名

金 ～

写真 写真

日
程
・
コ
ー
ス

各所廻り柏発5:10⇒外房線ＪＲ御宿駅発7:40⇒ＪＲ浪花駅7:54→岩船地蔵尊9:00→釣師海岸9:20→手掘り
トンネル→メキシコ記念公園11:30→月の砂漠像12:00⇒森の石松ランチ⇒道の駅むつざわ⇒帰柏16時

■山行報告
ＪＲ御宿駅前に駐車､外房線で一駅乗車してＪＲ浪花駅から出発します｡秋晴れの青空が気持ち良く､住宅地や田
園風景を歩き進みサファーに人気の外房の海岸線へと到着します｡千葉の絶景にも選ばれる岸壁に建つ岩船地蔵
尊､海岸線の釣師海岸は海蝕崖の垂直に切り立つ断崖風景と青い太平洋の広がる風景でハワイを連想させる景観
でした｡砂浜歩きで貝殻を拾い､泥んこ道とロープ箇所もある山道へと入ります｡メキシコ遭難船救助ご縁のメキ
シコ記念公園､立派なモニメントと展望台がありました｡童謡「月の砂漠」歌碑や砂浜に建つラクダ像がコースの
終点です｡真夏を除けば海と山の両方を楽しめるウォーキングコースですが､道案内の道標が少なく地図は必携で
す｡女子トークを道づれのウォーキング､おまけはランチの地魚刺身定食､鮮魚や野菜のお土産を購入した､お薦め
コースです｡

各所廻り 16時

■特記事項(コースの特徴・注意事項)
関東ふれあいの道千葉＃17を追加したルートを歩
く｡点在する景勝地や観光地も楽しみながら､危険
箇所の無いルートです｡

■参加者（4名）
ＣＬ:小金井　ＳＬ:山内　会計:加藤
記録:山本久

■リーダーコメント
暑い夏も終わり、海風を受けたくてお姉さま3名
をお誘いしてのハイキング。高低差もなく物足り
なかったかしら？？？
女子トーク炸裂であっという間の10キロでした。
関東ふれあいの道千葉版を踏破してみたくなりま
した。

帰　柏宿泊手段 費　用 2,700円 集　合

登山口の住所：千葉県御宿町

オーシャンビューを楽しむ

ルート 尾根 経験者 交通機関 車

山　名

小金井（一部）

山行期間 2022/10/28

 山 行 記 録 書 

月の砂漠像 地球は丸い

記録者 山本 久美子

御宿トレイル 山　域 房総 山行目的

計画者 小金井 由紀子

日帰り

N

🚉御宿駅

太

平

洋

網代湾 岩和田海水浴場

メキシコ記念公園

🚉浪花駅

R128

釣師海岸
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無し 氏名

土 ～

ルート図

登山口の住所：福島県耶麻郡猪苗代町

写真 写真

*この坂が結構きつい ＊山頂では猪苗代湖が迎えてくれました

日
程
・
コ
ー
ス

柏　4:00⇒圏央道・東北道・磐越道を利用し⇒猪苗代高原IC⇒猪苗代スキー場ⓟ　7:25

Ｐスタート　7:45→天の庭　9:10→分岐　9:25→赤埴山　9:45→弘法清水小屋11:00→磐梯山山頂　11:40
（休憩）12:00→弘法清水小屋　12:30→沼の平　13：00→天の庭 13:45→猪苗代スキー場Ｐゴール　14:20

猪苗代IC　17:00⇒磐越道・東北道・常磐道を利用し⇒柏IC　20:00

■山行報告
猪苗代スキー場の駐車場に車を止めてスタート。土曜日なので駐車場もいっぱいかと思いきやガラガラでちょっ
と拍子抜け。スキー場のリフト沿いに登っていくが、これが以外に急騰で最初から息が上がった。しかし登山道
はとても整備されており登りやすい。山の上の方はもう紅葉も終わっていたが、下の方はまさに盛りで綺麗であ
る。沼の平まで来ると少し平坦になるが段々とガㇾ場が出てきてその先に弘法清水小屋がある。小屋まで来る
と、裏磐梯方面から登ってくる人がいて登山者が増えてきた。ここからは頂上直下の岩場、頑張りどころであ
る。ゆっくりと歩を進め頂上を目指す。その甲斐あって山頂からは猪苗代湖の全容を臨むことができました。朝
のうちは雲が多く周りが見えなかったものの雲がみるみる晴れて、安達太良山まで現れ素晴らしい景色を堪能す
ることができて大満足でした。

柏駅 20:00

■特記事項(コースの特徴・注意事項)
序盤は、猪苗代スキー場のゲレンデで思ったより
も急登でまだ温まっていない身体には厳しい。沼
の平辺りは平坦になるが段々とガㇾ場が出てくる
先に弘法清水小屋がある。その後、頂上直下の岩
場を登る。登山道はよく整備されており道迷いは
ない。ほぼコースタイム通りに行けたので、上り
も下りもリフトを使うことはなかった。

■参加者（3名）
水落　朋子（CL)、小野寺　万里子（SL、記録)、
大下　みつ江（会計）

■リーダーコメント
所要時間約6時間半、累計標高差約1,200mのコー
スでしたが、元気なメンバーのおかげで予定どお
り完歩することができました。山頂からの360°
の展望は絶景でした！

帰　柏宿泊手段 費　用 8,300円 集　合

山行期間 2022/10/29

 山 行 記 録 書 個人

日帰り

紅葉を楽しむ

ルート 尾根 経験者 交通機関 車

山　名

記録者 小野寺 万里子

磐梯山 山　域 猪苗代湖周辺 山行目的

######### 計画者 水落 朋子

N

▲

▲

P

磐梯山

1816m

弘法清水小屋

1626m

赤埴山

1430m

第6リフト

第1リフト

猪苗代スキー場

697ｍ

沼ノ平

天の庭

N

▲

▲

P

磐梯山

1816m

弘法清水小屋

1626m

赤埴山

1430m

第6リフト

第1リフト

猪苗代スキー場

697ｍ

沼ノ平

天の庭
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無し 氏名

木 ～

登山口の住所：那須塩原市塩原

集　合

Ｐ
雄
飛
の
滝

素簾の滝

■山行報告
祭日のため渋滞や駐車場混雑を予想して早朝に出発。雄飛の滝駐車場は2台目。道中も赤が綺麗な紅葉が真っ盛
りで、その美しさに感動。雄飛の滝線歩道を赤や黄色の紅葉が美しく光る中を川下に下る。素簾の滝は水量の多
く勢い良く流れている。青白く見える沢水はスッカンブルーと言われる。仁三郎の滝、雄飛の滝と進み、スッカ
ン橋を渡ると大木のカツラの木が終点。来た道を引き返して雄飛の滝駐車場に戻る。駐車場は満車。早く来て良
かった。
塩原温泉ビジターセンターへ移動後、前山八方ヶ原線歩道を進み、仙人岩吊橋を渡る。紅葉の綺麗な広場を見つ
けて昼食後、ビジターセンターに戻る。近くの塩原グリーンビレッジ　森のいで湯「福のゆ」で一浴して帰途に
着く。
こんなに紅葉が真っ盛りの時期に来ることができて、なんてラッキーなのでしょう。スッカンブルーの沢も見る
ことができ、感動の連続。次回は冬に凍った沢を見たい！夏には沢に入って、気持ち良く水を感じてみたい！と
思いは膨らむ。

山行期間 2022/11/3

日
程
・
コ
ー

ス

柏4:00⇒各戸ピックアップ⇒Ｒ６⇒Ｒ294⇒Ｒ4⇒R119⇒Ｒ408⇒Ｒ400⇒7:50雄飛の滝駐車場8:15→8:45素
簾の滝→8:55仁三郎の滝→9:00雄飛の滝→9:10大木のカツラ→雄飛の滝→仁三郎の滝→素簾の滝→10:10雄
飛の滝駐車場10:15⇒10:45塩原温泉VC11:00→11:30仙人岩吊橋→11:40昼食12:00→鹿股川→12:20塩原温泉
VC駐車場12:30⇒12:35塩原ｸﾞﾘｰﾝﾋﾞﾚｯｼﾞ日帰り温泉「福のゆ」13:30⇒14:00千本松牧場14:35⇒17:50夕食
18:30⇒18:45守谷GS⇒各戸ドロップアウト⇒20:00帰柏

各戸ピックアップ 20:00

ルート図 ■特記事項(コースの特徴・注意事項)
紅葉に彩られた木々と岩肌が織りなす渓谷美を眺
めながらスッカン沢遊歩道を歩きます｡
昔は鉱物や炭酸の火山の成分が多く含まれ「酢辛
い沢」と呼ばれたのが現在の「スッカン沢」の面
白い名称の由来と言われています｡
塩原ＶＣを起点にミニハイキング前山コースを歩
きます｡大正天皇が皇太子時代に好んで歩かれた
遊歩道です｡危険箇所はありません｡

■参加者（5名）
CL:山本(尚)、SL:山本(久)、西山、有賀、樫本

■リーダーコメント
祭日の混雑を想定して早朝に出発、高速を利用せ
ず現地駐車場へ到着。紅葉が秋晴れに映えて美し
く、スッカンブルーも期待通りの神秘の青色でし
た。危険箇所が無く、歩き易い遊歩道を赤、黄色
の錦の紅葉を楽しみました。紅葉の穴場コースで
す。

帰　柏宿泊手段 費　用 約 3,000円

 山 行 記 録 書 個人

日帰り

紅葉のスッカン沢・滝巡り

ルート 尾根 経験者 交通機関 車

山　名

記録者 樫本 越子

スッカン沢 山　域 高原山･塩原 山行目的

計画者 山本 尚徳

N

仁三郎の滝 雄飛の滝

大木のカツラ

スッカン沢

P塩原温泉

VC

仙人岩吊橋

鹿股川

紅葉できれいな雄飛の滝線歩道を歩く

スッカン橋下、鹿股川の流れ

スッカンブルーが美しい

スッカン橋

右上：大木カツラ
雄飛の滝展望台で全員集合

26



無し 氏名

木 ～

三瓶家族集合 さて、一周頑張るぞ　

写真 写真

日
程
・
コ
ー
ス

11月3日ホテル（レンタカー）⇒0730東の原登山口→分岐→（45）0815女三瓶0830→（45）0900男三瓶0920
→（45）1005子三瓶1015→（40）1040孫三瓶1045→分岐→（45）1130東の原登山口
（所要時間4時間　休憩含む）
⇒松江市内泊

■山行報告
一番人気の東の原登山口から出発。快晴無風、紅葉も見頃で自然とテンションが上がる。朝が早いこともあり、
登山者は少なかった。それぞれの頂までは適度なアップダウンはあるが至って快適である。
一年で一番良い時期に登ることができた、地元の人たちに愛されている山、下山後の温泉、蕎麦も含めて三瓶最
高。

柏駅

ルート図 ■特記事項(コースの特徴・注意事項)
三瓶山は、初心者にも登りやすく、中上級者でも
登山を満喫できる山。
山頂からは、日本海や中国山地の山々、鳥取県の
大山も見ることができ、360度の展望が楽しめ
る。
危険個所なし

■参加者（名）
小金井

 

帰　柏宿泊手段 費　用 集　合

登山口の住所：島根県大田市

山行期間 2022/11/3

 山 行 記 録 書 

日帰り

晩秋の山を楽しむ

ルート 尾根 経験者 交通機関 車

山　名

記録者

三瓶山 山　域 島根 山行目的

計画者 小金井 由紀子

N

▲子三瓶953

▲孫三瓶903

▲女三瓶953

▲男三瓶1126

登山口550
▲太平山
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11 月 04 日～05 日・長崎の山 – 経ヶ岳・多良岳、雲仙普賢岳 

前田 周祐 

九州に残った二百名山（普賢岳）と、付近の経ヶ岳・多良岳（日本三百）に登ってきました。 

 

① 11月 04日(金) 経ヶ岳・多良岳 

(11/02(水)): 移動日・羽田空港 17:40⇒(空路)⇒19:40長崎空港⇒21:30大村市内宿泊 
(11/03(水)): 調整日・長崎観光⇒レンタカーで道の駅（車中泊） 
(11/04(金)): 道の駅 05:15⇒06:20黒木登山口 P・06:45→08:08つげ尾→08:34経ヶ岳 08:45→

10:31国見岳→10:35多良岳 10:51→11:00金泉寺→12:09八丁谷→12:25登山口Ｐ⇒雲仙下見
⇒長崎市内宿泊 
 

航空チケットの関係で、11/02(水)に長崎イン。11/03(木)は 1日長崎観光とし、翌 11/04(金)に経ヶ岳

→多良岳の時計回りで歩きました。経ヶ岳へは取付き渡渉部が崩壊しており、高低差 5m程を垂れた枝

にぶら下がって何とか降下。ここが一番の難所でした。その先しばらくガレた枯沢歩きのあと尾根の急

登。稜線までと山頂直下は更に急登でした。経ヶ岳は生憎のガスで遠望は利きませんでしたが、多良岳

の切り立った特異な形はシルエットで遠望できました。多良岳までの稜線歩きはアップダウンの少ない

快適区間。ゴロ岩のトラバースをこなすと役行者像が待っています。ここから日本最古の修験の山、多

良岳へ最後の登り。山頂直下だけ鎖場でしたが短いので直ぐに最高点の国見岳に到着。多良岳の山

頂標識は 5分程東の神社脇にありました。しばし休憩後下ります。立派な金泉寺で安全祈願し、黒木登

山口まで紅葉を愛でながら下りました。 

 

 

＜ルート概要＞            ＜経ヶ岳へのガレたルート＞   ＜山頂直下のロープ場＞   

 
＜経ヶ岳に到着＞         ＜紅葉の奥は多良岳＞       ＜この先に役行者像＞  

  
＜多良岳直下の鎖場＞        ＜多良岳山頂＞      ＜紅葉を愛でながら下山＞   
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② 11月 05日(土) 雲仙普賢岳 

長崎市内宿 03:15⇒池ノ原園地 04:40→05:19仁田峠→05:54妙見岳→06:26国見岳 06:53→
07:34風穴分かれ→07:44立岩の峰→07:59普賢岳 08:12→08:56仁田峠→09:21池ノ原園地⇒
（小地獄温泉）⇒11:30長崎空港 12:45⇒羽田⇒自宅 

 

翌日は普賢岳。昼過ぎの航空便のため早朝からヘッ電スタート。最寄りの仁田峠には紅葉期は登山

者は駐車できないため下の池ノ原園地から。仁田峠、妙見岳を真っ暗な中通過。市街地が綺麗な夜景

です。日出の少し前から刻々と色が変わり幻想的ですが風が強く寒いくらい。国見岳に日出 15分前に

到着。普賢岳と平成新山の間に日出がバッチリ拝めました。一旦下って、普賢岳を北から登ります。平

成新山のお膝元を通過。立入禁止で眺めるだけ。火口原をしばらく歩き、普賢岳。後ろはモクモクとガス

を噴き出す平成新山。360度の絶景です。有明海や島原湾越しに熊本、妙見岳や国見岳の後ろの海

越しに長崎～諫早が見え、島原半島がぐるり海に囲まれていることがよく分かります。山頂を堪能したら

下ります。仁田峠周辺はちょうど紅葉の最盛期でした。30年以上振りの長崎でしたが、長崎出身の同期

お勧めのチャンポンや皿うどんを毎日食べ比べしながら、山歩きも満喫できました。 

 
＜ルート概要＞             ＜国見岳からの日出＞      ＜妙見岳も赤く染まって＞

 
＜平成新山は立入禁止＞     ＜普賢岳に到着＞         ＜妙見岳＞ 

 
＜国見岳＞              ＜仁田峠周辺は紅葉が見頃＞ ＜平成新山（右）と普賢岳（左）＞ 

 
＜タモリも寄ったチャンポン＞   ＜大浦天主堂＞          ＜雲仙地獄＞ 
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有り 氏名

月 ～

写真 写真

日
程
・
コ
ー
ス

柏IC 5:30⇒関越自動車道を利用し高坂SA　7:00⇒花園IC　7:25⇒皆野・寄居有料道路を利用し二子山駐車
場8:40着
駐車場　9:00Ⓢ→東峰　9:45→股峠　10:25→西峰山頂　11:20→平坦なところを探し11:40　（休憩）
12:00→駐車場　12:55Ⓖ
薬師の湯にて入浴を済ませ　花園IC　15:25⇒往路と同じ経路を通り柏IC　16:40

■山行報告
申し分のない天候に恵まれて穏やかな秋の陽だまりと、美しい紅葉の鮮やかさを感じるのと対称的に当日臨むの
は、奥秩父のジャンダルムと呼ばれるゴツゴツとした岩山登りである。ポイントに多少の鎖やロープはあるもの
のほとんどが岩だけで、3点支持の基本をを忠実に少しずつ進んだ。スリルとワクワク感が入り混じる例えよう
のない感情だった。東峰の山頂からは、真正面に両神山が望めその存在感を感じさせた。また、二子山は、クラ
イマーにも人気の山で、西峰から下山途中にクライミングのゲレンデがあり、クライマー（女性4名）が練習し
ている場面に出会った。見ているだけでもドキドキした。10月初めに熊に遭遇した人がいたとしてちょっとした
騒ぎになった二子山であるが、今回は熊も出てくることはなく楽しい山行であった。

柏駅 17:00

ルート図 ■特記事項（コースの特徴・注意事項）
二子山最高峰の西峰は標高1,166ｍと比較的低山
であるが、クライマーにも人気の山でもあるの
で、登山道も岩をよじ登るようなクライミング要
素の強いルートで登りごたえがある。東ルートは
股峠からピストンし、西ルートは上級者コースを
登って周回した。10月初めに熊が出没した情報が
あったが、今回は熊と遭遇することはなかった。
■参加者（2名）
吉武　　興治　（CL)
小野寺　万里子（SL)
■リーダーコメント
　天候に恵まれ穏やかな一日でした。そして、岩
稜帯の岩を登攀しての山頂の眺めは最高でした。
遠くの山々が赤く色づく、紅葉真っただ中、360
度の素晴らしい景色が堪能できました。

帰　柏宿泊手段 費　用 5,100円 集　合

山行期間 2022/11/7

 山 行 記 録 書 個人

日帰り

岩に慣れ親しむ

ルート 尾根 経験者 交通機関 車

山　名

吉武

記録者 小野寺 万里子

二子山 山　域 秩父山域 山行目的

R4.10.27 計画者 吉武 興治

＊東峰から見た西峰 ＊気持ちの良い岩の上

N
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無し 人数

木 ～

▲

〇

○7号橋登山口

〇

P登山口

子持山山頂に到着 獅子岩の頭

記録者 大橋 宣子

山　名 子持山 山　域 上毛三山 山行目的 スリルある岩場と紅葉

 山 行 記 録 書 個人 計画者 山本 尚徳

車

山行期間 2022/11/10 日帰り

ルート 尾根 経験者 交通機関

各所廻り 帰　柏 19:30

ルート図

宿泊手段 費　用 3,800円 集　合

■山行報告　若人のみちPへは通行止め区間があるため　迂回して7号橋Pに駐車する。登山口が近く、歩き始め
すぐに太鼓橋を渡り、大きな岩が目の前に現れたのが、屏風岩、柱状節理が見事でした。足元は岩が続き　水の
ない沢を歩いているようでした。岩場の急登が多く、三点確保しながら、慎重に登りました。獅子岩には　大き
な鎖2本に横棒を渡した梯子を登り、上には　御嶽山神社の石柱があり、青空の下360°見渡せました。獅子岩を
下りて山頂に向かう途中、獅子岩を遠目に見るとライオンの形がよく分かりました。柳木ヶ峰を山頂方面に進
み、偽ピークを２つ過ぎて山頂に到着、数組の登山者がいて　展望が良く日光白根山、男体山が見えると教えて
下さった。少し戻ったところで昼食　オオダルミ方面は熊目撃情報がある為、来た道を戻り、落ち葉で滑らない
ように気を付けて下山、水澤観世音にお参りをし水沢うどんをいただき、前橋ICから帰路につきました。

■特記事項(コースの特徴・注意事項)
関東百名山､ぐんま百名山の子持山｡
上州ジャンダルムと呼ばれ､標高差の点では登り
易いコースですが､コース下部を除くと急傾斜の
箇所が多く痩せ尾根やロープが設置された岩場な
どの難所も多い｡
獅子岩上は眺望が良いが､鉄バシゴと鎖場を超え
るので下りは特に慎重な行動が必要です｡
＊渋川市観光課　　　　　　0279-22-287
■参加者（6名）山本尚徳(CL)久美子(SL)   高野
律子(会計)　荒井一昭(装備）　　　　　宮田秀
治(救急)　大橋宣子(記録)
■リーダーコメント(山本尚徳)
秋晴れの気持ち良い山行でした｡
急登や沢筋や痩せ尾根と変化があり好天日をお薦
めします｡前日に観光課にコース確認をして7号橋
往復としましたが､満足出来ました｡眺望の良い山
なので樹々が葉っぱを落とし見通しの良い季節に
お薦めの山です｡

子持神社奥の院

渋川伊香保IC

登山口の住所：群馬県渋川市中郷2910

日
程
・
コ
ー
ス

関
越
道

柏IC6:00⇒(常磐道)三郷JCT⇒（東北道、北関経由）(関越)渋川伊香保IC⇒8:45　７号橋Ｐ9:00→太鼓橋→
屛風岩→10:30獅子岩10:50→11:40柳木ヶ峰→12:00子持山山頂12:45→柳木ヶ峰→獅子岩→登山口→14:30
７号橋Ｐ14:45⇒15:20水沢観世音16:30⇒前橋IC17:00⇒（関越、外環）流山IC19:00 ⇒柏GS19:25
　
　　　　　　　　　　　　　(歩行時間5時間30分)

子持山1296ｍ

柳木ヶ峰〇

オオダルミ〇 獅子岩

N
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有り 人数 1

土 ～

[crl+q]キーで概要計画書の内容をコピーする

写真 写真

記録者 大下 みつ江

房総の山 山　域 房総 山行目的

計画者 川口光雄

山行期間 2022/11/12

 山 行 記 録 書 

日帰り

忘年山行下見

ルート 尾根 経験者 氏名：川口 交通機関 車

山　名

日
程
・
コ
ー
ス

マミーマート根戸店5:00⇒北千葉IC⇒鋸南富山IC⇒大日山登山口駐車場7:00　林道増間線7:20出発→坊滝
8:00→山頂分岐8:20→大日山山頂8:30（5分休息）→宝篋印塔山8:45→鷹取山9:45（5分休憩）→御殿山
9:40(20分休憩）10時出発→山頂分岐11:00→登山口駐車場11:30⇒高塚不動尊登山口駐車場12:45　12:50出
発→髙塚山13:20→髙塚不動尊駐車場13:45⇒平群（へぐり）天神社・伊予ヶ岳登山口14:45　出発14:50→
伊予ヶ岳15:30→北峰15:35→登山口駐車場16:30　出発16:40⇒鋸南富山IC⇒北千葉IC⇒マミーマート根戸
店21:00（途中30分休憩）

■山行報告
下見報告です、大日山登山口への県道は標識通り休日でも朝の8時半から工事のため通行止めになるため　集合
出発は全員が集える5時半とします、坊滝への林道は通行止めでしたが突破する。4㌔近くあり時間オーバーの恐
れあり滝見物は割愛します、また大日山までは全員で登り行きその先の御殿山往復は初め快適な縦走路ですが鷹
取山にかかるあたりから木段のアップダウンが御殿山まで続きますので全員登頂は無理と判断しました。（検討
します）木段はへこみもありロープもないので慎重に歩く。御殿山山頂は展望が良い、高塚山はお寺の駐車場に
止められますがお詣り条件みたい、僅か880mの距離で山頂です、展望はないが少し戻ったところに海原が見えま
す。伊予ヶ岳は　東屋迄普通の登山道。あとは岩山、岩訓練に良いが弱者は東屋迄としたい、展望抜群に良い、
下り砂利で滑り易い箇所もあり注意！

ピックアップ 21時

ルート図 ■特記事項(コースの特徴・注意事項)
一年の締めとして房総の山を登ります。
・大日山：山頂は大日如来像が祭られて展望が良い。

・髙塚山：山頂には不動尊奥の院があり、展望が楽しめる。

・伊予ヶ岳：なだらかな山が多いい房総の山の中では珍しい

岩峯

■参加者(名）
　CL川口光雄　SL大下みつ江　水落朋子
 

■リーダーコメント                        今
年の忘年山行は　3年ぶりの泊が可能になり　4年
連続で千葉の山を計画しました。下見は　早朝か
ら日没迄かかりましたが　2日分の山をバッチリ
下見出来たのは健脚女性のおかげです。
運転もお疲れ様でした。　本番は参加者に楽しん
でもらえるはずです(笑)

帰　柏宿泊手段 費　用 2,200円 集　合

登山口の住所：

通行止めのお知らせ

林道増間線通行止め

　　　　坊滝

N

大日山

髙塚山

南国ホテル

伊予ヶ岳

御殿山

住所 南房総市増間517-1ナビ設定
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0 氏名

土 ～ 土

写真 写真

土岳山頂５９９，７ｍ

日
程
・
コ
ー
ス

柏5:30⇒柏IC⇒6:55日立北IC⇒県道10号⇒国道461号⇒花貫P7:00
花貫P7:30→7:40汐見滝吊り橋→紅葉並木→8:20土岳登山口→9:40土岳山頂9:55→10:10けやき平キャンプ
場（山ご飯）11:35→12:25中戸川登山口→13:10花貫P
花貫P13:40⇒14:00日立北IC⇒柏IC⇒15:30柏GS⇒柏駅16:00

■山行報告
渋滞を予測しての前倒し出発が功を奏し花貫駐車場に予定より早くスムーズに駐車完了。少し肌寒くはあった
が紅葉の汐見滝吊り橋には観光客が大勢おり、ザックを背負っている人影はまばら。山頂付近は紅葉も終盤で
枯れ木も増えていた。土岳山頂（599,7m)の展望は雲に遮られ今ひとつ。けやき平キャンプ場に下り、３班ごと
にジャガレット（カルビーじゃがりこが変身）、クリームチーズリゾット、ラポッキ（キムチ味ラーメン）の
ランチタイム。簡単・旨い・温かい三拍子揃いの山ご飯と川上さんのお手前と和菓子を堪能。中戸川登山口ま
では樹林帯を下り、中戸川沿いの車道を紅葉を楽しみながら駐車場に到着した。道路は大渋滞。今日から２７
日まで紅葉ライトアップが始まるとのこと。会山行初体験の丸山さんは様々な場面をカメラに収めてくれ、和
気藹々の紅葉山行となった。山ご飯の貴重な体験をプランニングいただいたCL、SL、に感謝。皆さんお疲れ様
でした。

柏駅5：30 柏駅16：00着

ルート図 ■特記事項(コースの特徴・注意事項)
茨城県屈指の紅葉の名所「花貫渓谷」を観光。汐見滝
吊り橋からの景色は美しく、紅葉並木では紅葉のトン
ネルの下を歩くことができる。
土岳登山口から土岳に向かう。山頂は広く展望台もあ
る。けやき平キャンプ場に下り、簡単な山ご飯を楽し
む。中戸川登山口に下り、林道を駐車場まで歩く。
■参加者（10名）
CL:樫本越子、SL:若林康裕、川上よう子、吉武興治、
吉川弘恭、小野寺万里子、堂添伸一、大橋宣子、丸山
典男、神原よしみ
■リーダーコメント
じゃらん紅葉ランキング全国第5位の花貫渓谷を目指し
て、早めに出発。駐車場は半分ぐらい埋まっていた。
汐見滝吊り橋は紅葉観光のポイント。土岳登山口から
は2つのグループに分かれて登山。けやき平キャンプ場
では全員の協力で美味しい山ご飯を楽しむことができ
た。危険個所はない。

帰　柏宿泊手段 費　用 3,250 円 集　合

登山口の住所：茨城県高萩市

山行期間 2022/11/12 2022/11/12

 山 行 記 録 書 企画

ルート 尾根 経験者

山　名

本日のメニュー
ジャガレット・リゾット・ラポッキ

記録者 神原 よしみ

花貫渓谷・土岳 山　域 阿武隈山地 山行目的

計画者 樫本 越子

日帰り

紅葉と山ご飯を楽しむ

交通機関 車

N

461号

花貫P

土岳 599.7m

けやき平キャンプ場

土岳登山口

中戸川登山口

●

●

▲

●
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有り 氏名

土 ～

　

記録者 荒井 一昭

金洞山（鷹戻し） 山　域 妙義山 山行目的

計画者 小金井 由紀子

山行期間 2022/11/12

 山 行 記 録 書 

日帰り

表妙義の最難関コースに挑戦

ルート 尾根 経験者 交通機関 車

山　名

小金井

日
程
・
コ
ー
ス

　　柏5:00⇒柏IC⇒松井田妙義IC⇒中之嶽神社Ｐ7:30…中之嶽神社7:50Ⓢ…石門広場8:20…堀切分岐…
　　堀切9:30…鷹戻し基部10:20…鷹戻しの頭10:50…東岳11:30…中之岳12:00…中之嶽神社12:40Ⓖ…
　　中之岳神社Ｐ13:00⇒もみじの湯13:20⇒（往路戻り）⇒柏16:30

■山行報告:表妙義最難関の西側縦走路を縦走した。危険個所多数で緊張の連続だった。以下、各区間の報告で
ある。●中之嶽神社～石門～堀切：神社で山行の無事を祈念した後、長い石段を登り山行スタート。石門広場で
小休止し、広場近くの奇岩で足慣らし。その後中間道を通り、堀切分岐から堀切までは崖道を攀じ登る。●堀切
～鷹戻し：堀切で簡易ハーネスを装着し、縦走路に足を踏み入れる。８ｍの外傾バンド、15ｍの鎖トラバースを
通って鷹戻し基部に到着し、いよいよ岸壁に取りつく。梯子とクサリを頼りにほぼ垂直の岸壁を50ｍほど登り、
最後に右に鎖トラバースすると鷹戻しの頭が近い。●鷹戻しの頭～東岳：鷹戻しの頭から最初にルンゼ内25ｍの
鎖を下るが、足場が見えづらく危険極まりない。その後、石門へのエスケープルートを左に分けて東岳に向か
う。●東岳～中の岳：この区間はやせ尾根とこぶ岩が続く要注意箇所。中の岳山頂では、ＴＶの撮影クルーが狭
い山頂を占領していた。ここで小休止。●中の岳～神社：二段の急な鎖や岩場のロープを頼りに、落ち葉の積
もった急坂を下る。往路の登山道に到着した時、全員が安堵の吐息を漏らしたことは言うまでもない。

5:00出発 16:30

ルート図 ■特記事項(コースの特徴・注意事項)
鷹戻しから金洞山を通過する縦走路は、表妙義最
難関のコースであり、特に鷹戻しは５０ｍの垂直
に近い岩壁を、鎖をたよりに攀じ登る難関であ
る。

■参加者（４名）
小金井由紀子（CL)、伊東春正（SL）
牧野安広、荒井一昭

■リーダーコメント
個人的には一年前に逆回りで歩いたコース。今年
は西側だけ未踏の会員と岩好きの会員、計４人で
挑んだ。
落ちたらアウト・・・のコース、緊張したが、仲
間と登ることができて楽しい山行となった。数
パーティーとすれ違ったが、おそらく私たちが一
番高齢・・・・だったかな。でもやってやった
ぜ！！！

帰　柏宿泊手段 費　用 4,800円 集　合

N白雲山

鷹戻し

石門広場

中間道

中之岳

中之嶽神社Ｐ

金洞山

堀切

中之嶽神社ⓈⒼ

中之嶽駐車場からの金洞山 堀切付近から眺めた鷹戻し

中之岳山頂での集合写真

相馬岳
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2022年 11月 14日（月）御正体山山行記録 

                                    記録 野田久生 

前夜前線が日本列島を通過した早朝に出発する。少し変わった名前の山で山梨百名山であり、天皇

陛下が皇太子時代に登っている山である。 

 柏 3:40⇒柏 IC3:45⇒八王子料金所 4:40⇒談合坂 SA⇒大月 JCT⇒都留 IC5:20⇒道坂トンネル P着 

 5:50（まだ暗い）6:15発→道坂峠→岩下ノ丸 7:45→牧ノ沢山 8:20→白井平分岐 9:00→山頂（曇）

10:00-10:30→（下山途中道を間違え引返す）11:25→山頂 12:10→峰神社跡→急ぐ→登山口バス停

14:00着-バス 14:07⇒道坂トンネル P着 14:20          【所要時間：7時間 45分】 

14:40P発⇒都留「より道の湯」16:00⇒都留 IC16:10⇒渋滞⇒柏 IC20:45⇒GS21:00、清算・解散   

 

高速道路の深夜割引を利用するため 4時までに柏 ICを通過し、現地登山口へ向かう。駐車場で明る

くなるのを待ち出発する。落葉樹林の明るい快適な登山道である。残念ながら曇り時々晴、西の方の

山はきれいに見えるが、富士山は山の陰で見えない。山頂直下の急坂を登ると開けた山頂に着く。こ

こで一休み。見晴らしはない。山伏峠方面へ下山するが途中で道が違うことに気が付き山頂まで引

き返す。1 時間 40 分ほどのロス、そのためバスの時間に間に合うように少し急いで下山する。林道

に出てからバス停までが長く最後はトレランのように林道を走る。バス停着 14 時、7 分前に到着。

良かった。バスでトンネル手前の駐車場まで引き返すが、かなりの坂道。歩くにはキツソウであっ

た。この後都留の「より道の湯」でさっぱりして帰る。中央道は少し渋滞するが 21時柏着。 

地味な山であったが、落葉の山を楽しむことができた。山行中に会ったのは 2人のみであった。 

ヒヤリハット：下山路を間違えた。原因：地図の確認不足であった。 

参加者 CL小野寺万里子、SL野田久生（車）、会計：大下みつ江 

会 費 5700円      走行距離：300㎞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

御正体山入口バス停

道坂トンネル

413号

▲御正体山1681m

N

道を間違える

御正体山山頂 1681m 

明るい落葉樹林の登山道 快適 

リーダーコメント（小野寺） 

道志山塊最高峰の御正体山。思っていたよりも急登で

登りごたえのある山でした。余裕で下山する予定でし

たが、道を間違えてしまったせいで、最後は死に物狂

いで走りました。CL としてはまだまだ反省点が多い

山行でした。木々の間から見える景色は素晴らしく、

太陽の光も暖かく冬の山行には良い山です。 
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無し 氏名

木 ～

写真 写真

日
程
・

コ
ー
ス

柏発（5:00）⇒流山IC⇒海老名SA（6:35）⇒秦野中井IC⇒（7:20）表丹沢県民の森（7:40）→（8:40）四
十八瀬川渡渉点（8:50）→（9:30）後沢乗越（9:40）→（11:15）鍋割山（12:10）→（13:05）後沢乗越
（13:15）→（14:30）表丹沢県民の森（14:40）⇒コンビニ（14:55）⇒（15:25）秦野中井IC⇒（16:15）
用賀PA（16:20）⇒柏（18:00）

■山行報告
三廻部病院の脇の細い舗装道路を進むと表丹沢県民の森に達する。県民の森から先は徒歩で車両通行止めの柵を
越え標識に従って西山林道を大倉・鍋割山方面に進むと勘七橋を渡る。すぐに鍋割山へ向かう分岐で急角度に西
へ向かう。西山林道二股で勘七ノ沢を渡り、林道終点の水ボトル歩荷地に達する。2Lのボトルをザックにいれて
四十八瀬川を渡ると後沢乗越へ続く登山道となり、登り150ⅿほどで乗越に到達する。ここからは尾根伝いに急
登と平らな段を3回程繰り返せば鍋割山手前のピークに達し、一旦10ⅿ程下って、緩やかに50ⅿ程登ると鍋割山
荘の太陽光パネルが見えてくる。ゆっくり歩いたので、途中10組ほどに追い抜かれたが、ほぼ計画時間通りに到
着。山頂は、平日にもかかわらず、鍋焼きうどんを楽しむ登山者であふれていた。

柏駅　5:00 18:00

ルート図 ■特記事項(コースの特徴・注意事項)
鍋割山は表丹沢エリアに属しており、標高は
1272m。登山口である表丹沢県民の森からは標高
差約800m。富士山の展望が良く、また、山頂に建
つ鍋割山荘の鍋焼きうどんが評判。特に危険個所
は無い。

■参加者（2 名）
吉川、樫本

■リーダーコメント
平日の首都高渋滞、東名集中工事渋滞のため、早
めに出発して正解。それでも駐車場は既にいっぱ
いで、一台分のみ端に確保。二股まで林道を行
き、勘七沢を渡り、四十八瀬沢本谷で水ボトルの
歩荷を仕込んだ。山頂は平日にも関わらず、多数
の登山者で賑わっていた。天候にも恵まれ、紅葉
も、相模湾、富士山もきれいで、鍋焼きうどんを
堪能した。

帰　柏宿泊手段 費　用 5000円 集　合

登山口の住所：神奈川県秦野市三廻部

山行期間 2022/11/17

 山 行 記 録 書 個人

日帰り

鍋焼きうどんを食べに行く

ルート 尾根 経験者 交通機関 車

山　名

記録者 吉川 弘恭

鍋割山 山　域 丹沢 山行目的

計画者 吉川 弘恭

N

登山口の歩荷の水ボトル 紅葉もまだまだきれいでした お目当ての鍋焼きうどん
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‘22年 11月 19日(土) – 十二ヶ岳・節刀ヶ岳・足和田山(山梨百 x 3) 

前田 周祐 

 

＜行程＞自宅⇒道の駅(車中泊)⇒旧公民館駐車場06:20→07:46毛無山→09:25十二ヶ岳→ 

10:20節刀ヶ岳→11:11雪頭ヶ岳→13:27樹海遊歩道分岐→竜宮洞穴→14:35三湖台→ 

15:32足和田山→16:51駐車場⇒(温泉)⇒帰宅 (歩行時間 10h31m（休憩込）) 

 

十二ヶ岳の吊り橋をトライし、未踏の足和田山まで赤線繋ぎしました。 

毛無山まで朝日を浴びながら快適歩き。富士山が背中にデカい。先ずは毛無山。正面に富士だが意外と

冠雪は少ない。左は河口湖が陽光を反射し美しい。十二ヶ岳までピークのアップダウンが連続。この辺は

富士山が常時左手に見えるボーナスステージ。十一ヶ岳先で大きく急降下し有名な吊り橋。やはり揺れる

が造りはしっかりしており安心感はある。十二ヶ岳へ最後の急登を頑張る。その先も岩場のアップダウンが

あるのでロープ掴んで慎重に。金山からは安心ルートで節刀ヶ岳。Uターンして鬼ヶ岳から節刀ヶ岳。ここ

も大絶景。その先開けた箇所で大勢が休憩中。一旦下り切って、青木ヶ原樹海を歩き、紅葉台・三湖台経

由で足和田山。今日は一日中富士の絶景が楽しめた。細尾根で落ち葉の急降下を慎重に下り、駐車場に

陽のあるうちに戻ることができた。翌週の降雪で富士は真っ白に冠雪したのは良かったが、楽しみにしてい

た会山行の越前岳（愛鷹山）は雨のため残念ながら中止となった。 

 

 
＜ルート概要＞             ＜毛無山から富士は正面＞     ＜意外と雪は少ない＞ 

 

 ＜十二ヶ岳が近づきました＞    ＜手前の吊り橋＞          ＜十二ヶ岳に到着＞ 

 

 ＜右手に二百名山の毛無山＞   ＜雪頭ヶ岳南の開けた箇所＞  ＜足和田山からは富士が近い＞ 
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無し 氏名

土 ～ 月

⛩浅間神社

▲八丈富士（西山）
854m

　ⓈⒼ７合目登山口

写真 写真

＊空港から見た八丈富士 ＊雨にも負けず山頂にて

日
程
・
コ
ー
ス

柏駅　9:32⇒羽田空港　11:00（搭乗準備）12:40⇒八丈島空港　13:20着
レンタカーを借り、登山口へ⇒７合目登山口　14:00
Ⓢ14:10→山頂　15:15→登山口へ下山　16:05Ⓖ　　　　　（歩行時間：約2時間）

■山行報告
天候不順のため予定を変更し、初日に八丈富士に登りました。空港に到着したときには虹が見えるほどでした
が、次第に雲が多くなり分岐当たりでは小雨も降ってきて『お鉢巡り』は諦めましたが山頂までは行きました。
山頂付近はゴツゴツとした岩もありましたが、雲が早いスピードで動く間に時折り晴れ間がさして海に浮かぶ八
丈小島が見えたり噴火口の中の様子がすべて見えたり、天候が不安定な割には良い景色を見ることができまし
た。夜には土砂降りの雨になり翌日は一日観光を楽しみました。最終日も午前中はまだ雨が残っていたので服部
屋敷というところで島の踊りや太鼓を見たり、八丈島は焼酎を作っている酒蔵さんがあるので見学をして試飲を
させてもらったり、滝を裏側から見れる“裏見ヶ滝”というたきを見に行きました。前日までの雨もあり水量が
多く結構な迫力でした。八丈島は暖かく、町のところどころにハイビスカスが咲いていて南国気分が満喫できま

柏駅 21:00

ルート図 ■特記事項(コースの特徴・注意事項)
八丈富士は、伊豆諸島の最高峰で“富士”の名が
ピッタリな円錐形をしています。『天空の路』と
謳われるお鉢巡りが目的でしたが、当日は天候が
下る坂で途中から小雨も降ってきたので山頂から
ピストンで戻りました。
■参加者（４名）
山本　尚徳（CL)、山本久美子（SL)、水落　朋子
（会計）、小野寺　万里子（記録）
■リーダーコメント(山本尚徳)
雨の多い八丈島､計画を変更して八丈富士を登頂
しました｡雨雲が迫る出発でしたが､雲の緞帳が一
瞬開き､八丈小富士を含む全容を見る事が出来て
山頂を踏みました｡溶岩堂のゴツゴツした歩きに
くい登山道を慎重に下りました｡雨天によりレン
タカーで島一周を観光､伝統芸能や歴史､温泉､島
グルメも楽しみました｡初上陸の八丈島を４人で
知恵を絞り満喫の島旅となりました｡

帰　柏宿泊手段 民宿 費　用 44,000円 集　合

山行期間 2022/11/19 2022/11/21

 山 行 記 録 書 個人

宿泊

八丈島の山を登る

ルート 尾根 経験者 交通機関 電車＋飛行機＋レンタカー

山　名

記録者 小野寺 万里子

八丈富士（西山） 山　域 伊豆諸島・八丈島 山行目的

R4.11.11 計画者 山本　尚徳

NN
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