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創立 45 周年を迎えて 

                               ち ば 山 の 会 

会長 横 山 一 隆 

 

「ちば山の会」は今年で創立 45周年を迎えます。 

一言で言うと簡単ですが、これほどまで長く山岳会を運営することはそう簡単では無いと思います。

始めに、ちば山のこれまでを支えてくれた先輩諸氏に感謝申し上げます。 

また、上部団体として日本勤労者山岳連盟の指導者の方々、県連、同じ千葉県内の友好山岳会

などの支えに対し重ねて感謝いたします。さらに忘れていけないのが会員の家族の皆さんです。多くの

人の理解と協力があったからこそ、この会は続けてこられたのだと思っています。 

私は「ちば山の会」に入会して 12 年ほどの経験しか無いため、会の創立当初の事とか現在に至る

流れなどはよく分かりません。登山も若い時に登っていて仕事や生活が一段落してから又登りだす、俗

に言う再開組です。そのような経験でも「ちば山の会」には私が入会時から感じているすばらしい三つ

の特徴が有ります。 

 

一つ目に死亡事故が無い。アルパインクライミングや沢登りを含めて45年も実践していれば山行回

数も万の単位になるわけで、避け切れないのが普通です。自分も２０代の頃の登山で両手に余る知人

友人を喪っているので、山の事故は仕方の無いものと諦めていました。しかし、「ちば山の会」は命を守

ってくれる不思議な力が存在するようで、危機的な状況や大怪我、深刻な骨折などに遭遇してもそれ

が重大事故にはならず、皆さん元気に再び山を登っています。（私もその一人です） 

登山の安全度を高めるのは山岳団体として最も大切なことです。ちば山で今まで死亡事故が無い

からといって、決して楽観せずこの貴重な伝統をしっかり守って行こうと思います。 

 

二つ目、ボスがいない。山の会は伝統的に創立者とか重鎮と言われる人が存在するのが普通で、

その人の性格が会の性格を決めています。私が現在会長をしているのはたいした理由があるわけで

なく、渡されたバトンをウッカリ掴んでしまったのが正解です。 

ボスがいないので鶴の一声はありません。その代わり何かを決めるのに多くの会員が関わる必要が

あるので、参加意識が自然に維持されています。 

 

三つ目は寛容の精神が豊かです。入会にあたってもあまり規制をかけず、会の性格も特定のジャン

ルに偏っていません。会員は自分の知らないジャンルの価値観に寛容なので様々な志向をもつ人た

ちが仲良く混在しています。ちば山では登山活動といわれる範囲で網羅していない領域は無いでしょ

う。あれ面白そうだなと思った時はそのジャンルに詳しい人に頼んでみてください。気に入れば自分の

フィールドはさらに広がり、人生をより充実させてくれる登山が出来ること、保証します。 

 

あと 5年で半世紀になります。事故の無い、より楽しい山岳会にしていきましょう。 
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「ちば山の会」の皆様 創立 45周年おめでとうございます。 

おかげ様で、千葉県連盟も 45周年を迎えました。 

「千葉県勤労者山岳連盟」（千葉県連盟）は、１９６７年に千葉勤労者山岳会・大原山の会・

旭労山・市川労山・東金労山の５団体により結成されました。 

千葉勤労者山岳会は、１９７８年に「ちば山の会」と改名し現在に至っています。 

まさしく、ちば山の会の歴史は千葉県連盟の歴史であります。 

 

現在、千葉県連盟は 21団体 750余名の組織に成長し「800名の千葉県連盟」を目標に個人

会員制度の導入も視野に入れて活動を進めています。その間、ちば山の会の諸先輩には、千

葉県連盟の基礎を築き、多方面の活動をリードしていただきました。 

東日本大震災に際してはいち早く「ちば山の会支援隊」を立ち上げ、気仙沼市唐桑町の支

援活動に参加していただきました。同時に石巻市においても、千葉県連盟支援隊の先頭にな

って、支援活動を実施していただいています。千葉県連盟の支援活動は全国に大きなインパ

クトを与え、関東ブロックをはじめ関西方面にも支援活動の輪が広がっています。 

７月現在、千葉県連盟の支援活動は宮城県気仙沼市・石巻市を中心に１３回２５３名が参

加しています。今後も、山の会でしか出来ない事、山ヤならではの支援活動を模索して行き

たいと思っています。引き続き参加・協力をお願いいたします。 

 

45周年にかこつけて、お願いばかりになってしまいました。 

最後に、「ちば山の会」の会員として、他の会に誇れる事、自慢している事を紹介します。 

それは、創立以来 45年間死亡事故を起こしてない事です。これは、45年間多くの先輩が日々

の山行に於いて、事故防止の取り組みに努力した結果であり財産でもあります。私も「ちば

山の会」の一員として、この貴重な歴史を守りさらに大きな財産にして行きたいと思います。

「遭難・事故０」は山の会にとって最重点課題です。ささいな事故が重大事故に繋がること

はよく知られています。当たり前の事ですがとても重要な事です。 

今後も、一つひとつの山行において小さな事故・うっかり事故を無くして、無事故を積み重

ねて行きたいと思います。 

 

創立 45年の節目にあたり、「ちば山の会」創立の理念「安く・楽しく・安全に」について, 

みなさんと一緒に考えて見たいと思います。 
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「ちば山の会」４５周年によせて 
 

千葉県勤労者山岳連盟  

会 長  広 木 国 昭 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1 章 

この 5 年間の山行記録から 

ちば山の会４０周年以降の山行報告を、 

縦走・ハイキング・岩登り・沢登り・山ス 

キーのジャンルに分けてピックアップ。 

各ジャンルのハードさだけでなく、定例 

山行、新人山行、集中山行、忘年山行 

など、みんなが集い共に楽しんだ、思い 

出に残る山行も取り上げました。 
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上高地～霞沢岳～徳本峠 

※ 山行月日・・・・・・200７年 10月 6～8日 

 ※ 参 加 者 ・・・・・菊池ＣＬ ・ 鶴田 ・ 竹下 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2007 「縦 走」 

徳本峠でテントを素早く撤収。岩魚止小屋まで下っていれば、明日は 

雨でも大丈夫であろうと決断した。1時間ほどは急斜面の歩きやすい 

ジグザグ登山道である。次第に沢に添う登山道となるが徐々に昨年の 

水害の爪痕が散見されるようになった。「アッ・・・」突然竹下さんの甲高 

い声。びっくりして振り返ると「天然ワサビよ！！」夢中に数株盗掘した。 

岩魚止めまであと 30分余りか、夕食の宴会の食材をゲットして、一同 

満面の笑み、記念撮影までして、小屋へ急いだ。ところが間もなく、登 

山道の真ん中に獣の黒い糞！！「これは間違いなく熊だ」「登山道が 

開通して、熊の縄張りを荒らされたと思い、警戒させるため、登山道の 

真ん中にしたのだろうか」などなど。途端にテンションＤＯＷＮかＵＰか 

分らないが、小屋までは笛を吹いたり、奇声を発したり、我々以外にこ 

のルートを下ったパーティがいなかったからよいものの、珍道中そのも 

のであった。  

 

岩魚止め小屋下の河原は、ブルドーザーで修復中。苔むした木の橋は 

水害で跡形も無く流されたが、鉄パイプの仮橋が完成したばかりであっ 

た。どうみても、この谷底にどうやってブルドーザーがあるのか？？「きっ 

と分解してヘリで運んだに違いない」と想像したが、後日、長野県生活 

環境部自然保護課（登山道の情報をＨＰとメールで得ることができた） 

に確かめたが、まさにその通りであった。 最終日は夜半から降り始め 

た雨足が更に激しくなっていた。落石と崩落注意の立て札が各所に見 

られ、一部、落石により、再び崩落した橋もみられ、その脇をコワゴワ通 

過したり、滑る大木の橋に刻まれたステップを恐る恐る渡ったり、スリル 

に満ちた下山であった。苔むした石垣や史跡の被害は殆ど無く、古道 

の魅力は十分味わえた。修復された多くの仮橋、二股からの林道も、 

大きくえぐられた状態が数箇所残っており、豪雨の凄まじさと復旧には 

大変な苦労があることが理解できた。この素晴らしい古道を存続すべ 

くこれからも長野県の努力続けられるようである。 

 

岩魚定食は絶品でした 

明神岳を眺めながら徳本峠に向う 

モルゲンローテ 

霞沢岳山頂に到着 

霞沢岳をめがけて最後のツメ 
徳本峠小屋 

わさびを発見  
手前六百山と穂高連峰 

古道はいたるところ

で修復されていた 

選者の言葉 ･･････ 竹下美代子 

山行への “想い” がひしひしと感じられ、とてもほほえましい 

山行報告です。岩魚が食べられなくなってしまいそうな不安！ 

重い水物を担ぎあげるテントでの楽しみ！赤紫に染まるモルゲ 

ンローテ！真正面に聳える穂高連峰のグレイトビュー！ 
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毎年 6月初めの日曜日、上高地ではウエストン祭が開催される。 

小生も 2004 年ウエストンの辿った、島々谷～徳本峠の素晴ら

しい古道を新緑の時期に堪能し、すっかりその魅力の虜となっ

てしまった。再度紅葉の時期に、いつも上高地から仰ぎ見てい

るあの霞沢岳と、徳本峠から島々谷の渓流沿いの古道を楽しむ

計画を温めていた。昨年の 7月、まれに見る集中豪雨のため登

山道はズタズタに寸断され、長期間通行止めであったが、漸く

9月末に解除され計画が実行された。  

 

1日目、明神池から徳本峠までの登りは約 2時間の楽勝ムード。 

2 泊のテント泊用食材をたっぷりザックに詰め、上高地から嘉

門次小屋の明神池への遊歩道をゆっくり歩いたが、連休の大混

雑、はたして岩魚が残っているか、限定○○匹か？？次第に焦

りのせいか、ハイペースとなってしまった。待ち時間 30 分、

高価な岩魚の塩焼きは絶品であった。峠に向かって徐々に急登

になるころ、明神岳から前穂の雄姿が飛び込んできて、ハイテ

ンション。水場で一人３～４リットルをノルマに補給。ビール

500×５、ワイン１Ｌ、焼酎・ウイスキー・梅酒、いったいど

うしてこんなに「ちば山」は苦労して重い水物を担ぎ上げるの

であろうか。峠では狭いスペースに 10 張り程。穂高連山を目

の前に贅沢な宴会・満天の星空に酔いしれた。  

 

2 日目、朝はかなり冷え込んだ。明日は天気が崩れることが分

っており、今日中に上高地か岩魚止め小屋まで下山することに

変更し、5:20夜明け前にヘッデンをつけ出発した。 

樹林帯をジャンクションピークに向かったが、視界の効く所ま

でと焦ってハアハアしながらオーバーペースで登行した。何と

か樹間が開けた場所から、赤紫に染まるモルゲンロードの穂高

を望むことができた。Ｐ１への標高差約 200ｍは今回の最も苦

労する急登である。今年は紅葉が 2週間ほど遅れており、この

辺（標高 2400～2600ｍ）が紅葉の見頃であった。ＰＩに立つと

西穂・奥穂・前穂から岳沢が真正面に対峙している。めったに

見れないグレイトビューである。乗鞍・焼岳・笠ヶ岳・御岳・

白山これぞ正に 360度の大パノラマ！！ 

やはり霞沢に来て良かった。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

徳本峠でテントを素早く撤収。岩魚止小屋まで下っていれば、明日

は雨でも大丈夫であろうと決断した。1 時間ほどは急斜面の歩きや

すいジグザグ登山道である。次第に沢に添う登山道となるが徐々に

昨年の水害の爪痕が散見されるようになった。「アッ・・・」突然

竹下さんの甲高い声。びっくりして振り返ると「天然ワサビよ！！」

夢中に数株盗掘した。 

岩魚止めまであと 30 分余りか、夕食の宴会の食材をゲットして、

一同満面の笑み、記念撮影までして、小屋へ急いだ。ところが間も

なく、登山道の真ん中に獣の黒い糞！！「これは間違いなく熊だ」

「登山道が開通して、熊の縄張りを荒らされたと思い、警戒させる

ため、登山道の真ん中にしたのだろうか」などなど。途端にテンシ

ョンＤＯＷＮかＵＰか分らないが、小屋までは笛を吹いたり、奇声

を発したり、我々以外にこのルートを下ったパーティがいなかった

からよいものの、珍道中そのものであった。  

岩魚止め小屋下の河原は、ブルドーザーで修復中。苔むした木の橋

は水害で跡形も無く流されたが、鉄パイプの仮橋が完成したばかり

であった。どうみても、この谷底にどうやってブルドーザーがある

のか？？「きっと分解してヘリで運んだに違いない」と想像したが、

後日、長野県生活環境部自然保護課（登山道の情報をＨＰとメール

で得ることができた）に確かめたが、まさにその通りであった。 

最終日は夜半から降り始めた雨足が更に激しくなっていた。落石と

崩落注意の立て札が各所に見られ、一部、落石により、再び崩落し

た橋もみられ、その脇をコワゴワ通過したり、滑る大木の橋に刻ま

れたステップを恐る恐る渡ったり、スリルに満ちた下山であった。

苔むした石垣や史跡の被害は殆ど無く、古道の魅力は十分味わえ

た。修復された多くの仮橋、二股からの林道も、大きくえぐられた

状態が数箇所残っており、豪雨の凄まじさと復旧には大変な苦労が

あることが理解できた。この素晴らしい古道を存続すべくこれから

も長野県の努力続けられるようである。 

選者の言葉 ･･････ 竹下美代子 

山行への “想い” がひしひしと感じられ、とてもほほえましい 

山行報告です。岩魚が食べられなくなってしまいそうな不安！ 

重い水物を担ぎあげるテントでの楽しみ！赤紫に染まるモルゲ 

ンローテ！真正面に聳える穂高連峰のグレイトビュー！ 

山中での珍道中などなどの様子が目に浮かび、笑みがこぼれて 

きました。そして、いつまでも残しておきたい貴重な徳本峠の 

古道の魅力をも感じられたのではないでしょうか。 

グレートビューを見たい！素晴らしい古道を歩いてみたい！ 

一度は行ってみよう！  山への想いを募らせてくれる山行です。 

霞沢岳山頂に到着 

わさびを発見  

徳本峠小屋 

手前六百山と穂高連峰 

古道はいたるところで修復

されていた 

－8－ 
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2007 「岩登り」 「沢登り」 

栗駒・産女川 

※ 山行月日・・・・・・2007年 9月 22～23日 

※ 参 加 者 ・・・・・富樫ＣＬ ・ 長池  ・ 小俣 

※ 行    程  22日・・・一の倉駐車場発（5：40）～南稜テラス（7：40）～終了点（10：50）～ 

一の倉岳（13：22）～武能岳（15：35）～蓬峠（16：30）～白樺避難小屋（17：37）泊 

23日・・・白樺避難小屋～芝倉沢出合～一の倉駐車場 

気持ちの良い微風に送られて本谷に入っていく。右岸からヒョン 

グリ滝上にクライムダウンしてテールリッジへ。衝立岩正面ダイ 

レクトカンテを登攀するパーティをすごいなと眺めながら、乾い 

たスラブを詰めて南稜テラスへ。 

兵庫から来た先行パーティと後続に１パーティ、静かな取り付き 

である。富樫トップでヒョイヒョイと上がるが、先行パーティに 

頭を抑えられて待つ間が長い。2ピッチのチムニーで小さい小俣、 

手が届かず苦戦である。3ピッチフェースは快調、4ピッチ草付 

はロープを引いて駆け上がる。南稜中最も気持ちの良い馬の背リ 

ッジは衝立スラブに一気に落ちる高度感、爽快である。最後の垂 

壁を細かいホールドを拾って終了点へ。気の抜けない草付、ガラ 

ガラ岩場、笹っ原を詰め上げて一の倉山頂で握手。さて馬蹄縦走 

に踏み出す。白ケ門への稜線は一望だが、えらい長い道程だ。茂 

倉、武能と稜線を上がりつ下がりつ早いピッチで跳ぶようだ。 

だが、突追いガスが靄ってきた稜線は蓬峠でついに雨となった。 

ツエルトビバークの目論見は潰え、感じの悪い小屋主に追い払わ 

れてやむなく白樺避難小屋に逃げ込むハメになる。夜半食事中、 

雨中突然、ヘッデン・合羽の年配の夫婦が飛び込んできた。これ 

は大変と小屋に招き入れるが、しばし暖かいものなど食べた後、 

やはり下山すると言う。狭い小屋、同居は嫌だったのだろうか？ 

十分お気をつけてと送り出した。翌朝は高曇り、馬蹄縦走は潰え 

たが、まあ南稜の空気を胸いっぱい吸い込んだし良しとしようと 

いうことで。芝倉沢出合では沢岸から掬いあげた可愛い山椒魚と 

戯れ、今山行の恵みをいただいた。 

（もちろん山椒魚は沢にお帰りいただきました） 

 

選者の言葉 ･･････… 編集部 

ちば山には谷川岳・一ノ倉南稜にこだわり、新人だけでなく 

ジャンルを超えた山仲間を講習するリーダーがいる。岩登り 

の安全性を追求し、いつまでも岩登りを楽しんでもらえるよ 

う、山で悲劇が無いよう、心を込めて「岳人」を育てている。 

それこそが「ちば山」に死亡事故が無い所以である。 

－9－ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2007 「沢登り」 

 "妙なる美渓"産女川はこう賞賛して良い。倒木などで荒れた 

様子もなく、あくまでも透明な水流と飛沫を乗せて岩盤の滑床 

が伸びていく。 

"きれいだねー" 巧まざる感動である。さて、真湯温泉から桂川 

林道を入りゲート前に車を停め、さらに 1時間 15分ほど林道を 

歩いて産女橋袂から入渓する。最初の 6ｍ滝を越えると 2～4ｍ 

の明るい三段滝が続く。次々と現われる小滝やナメを拾ってい 

くと奥に 20ｍ滝を据えた 3段連爆。このあたりで標高 800ｍ弱、 

紅葉にはまだ数日を要するだろうが、ねじれ滝、ナメ床、深い 

瀞、ポットホール、多様な渓相は飽きることがない。上部も大 

きく開けた草原状を棚田のような小滝を綴っていく。清明な水 

流は避難小屋まで途切れる事がなかった。笊森避難小屋はメル 

ヘンの世界、まだ木の香が匂う初々しさで、何と水洗トイレ完 

備だ。こんな贅を尽くした沢登りは他にあるまい。  

翌朝は車回収組と栗駒越え須川縦走組に分かれて行動する。 

栗駒に登るにつれて紅葉が次第に広がっていき、須川側に下り 

始めると驚きの景観が展開する。ペルシャの名人が織ったって 

これほどに織りなすことはできないだろう、見事な紅葉のパノ 

ラマである。赤・黄・緑、色の数だって指折ることはできない。 

呆然と見入ってしまった。混雑を極める須川温泉をパス、渋滞 

を抜けて真湯へ。さらに夏油へ転進、芋煮鍋で盛り上がり、夏 

油温泉の露天を満喫して錦秋の山行を締めた。 

栗駒・産女川 

※ 山行月日・・・・・・2007年 10月 5～8日 

※ 参 加 者 ・・・・・辻本ＣＬ・長池・上茂・渡辺(三)・野口・大塚・岡田・広木(愛) 

※ 行    程  6日・・桂川林道ゲート（6：45）～産女川入渓（8：25）～二俣（11：55） 

～笊森避難小屋（泊）  

7日・・避難小屋（7：00）～栗駒山頂（8：15）～名残ケ原（10：00）～須川温泉（11：40）

＝夏油温泉キャンプ場（テント泊）   8日・・雨天につき枯松沢中止、下山 

選者の言葉 ･･････ 辻本喜代志 

この山行を楽しんだ翌年、岩手・宮城内陸地震で産女川は 

崩壊し、美麗な渓が変わり果てた姿になってしまった。 

幾度となく繰り返される地球の営みだが、あと何年すれば 

美しい産女川が見られるのだろうか。 

－10－ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

雁ヶ峰山スキー 

※ 山行月日・・・・・・2007年 4月 15日 

※ 参 加 者 ・・・・・菊池ＣＬ ・ 長池 ・ 石橋 

※ 行    程  【雁ヶ峰周回】リフトトップ（8：30）～稜線（9：40）～霧の塔（10：30）～

雁ヶ峰（11：37）～ゲレンデ（12：55） 

【神楽東尾根】リフトトップ（13：40）～神楽峰稜線（14：25）～ゲレンデ（15：12） 

2007 「山スキー」 

谷川・巻機、遠くには越後三山。何と気持ちの良い眺めだろう。 

リフト終点から中の芝をトラバースし第五リフト中間を潜っ

て沢状凹地をダイレクトに稜線に詰め上げる。この時期、最効

率の登高ルートだ。シールのまま凹凸の激しい尾根を北西に向

かう。2010ｍ峰は、東面に急峻な雪面を落とし雪崩の警戒が必

要だ。この稜線を直登しさらに霧の塔に足を延ばす。霧の塔北

東の絶好のザラメ斜面を飛ばす。快適最上級だ。 

 黒岩平の底から右にトラバースし本来ルートの高石尾根に

乗る。雪庇上の堰堤を長駆し雁ケ峰へ。そして潅木の濃くなっ

た支尾根を降り、最後は薮を漕ぎながらゲレンデに戻る。 

 次は第五リフトトップから、一転南西に向い上の芝を直登、

神楽峰稜線にシールアップ。薄いガスが這い登るなかを東尾根

から田代へダウンヒルだ。大反射板から一気に田代に落ち込む

大斜面がある。以前、純白パウダーに歓声をあげたところだが、 

今はやや重ザラメだ。ここをドカンドカンと下ると最後の急崖

をズリズリと横滑り、危うげに口を開けた沢壁をへつってゲレ

ンデに戻る。 

 

今日は、純白ザラメ、薮漕ぎ、急崖下りと山岳スキーの醍醐味 

満喫だった。 

今日のような絶好ザラメだと、次週の至仏は快適 200％だ。 

ＧＯＧＯー！ 
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「春山写真」 

 

 

遠
見
尾
根
か
ら
五
竜
岳  

（４
月

～

日
） 

スキー場から 地蔵の頭からの展望 鹿島槍をバックに岳人ポーズ 

二日目五竜にアタック開始 五竜へと続く稜線 しっかりキックステップ 

山頂からの剣岳 青空に映える雪庇 強風に耐えたブロック 

白
馬
岳
縦
走  

（ 

５
月
３
～
４
日 

） 

ジャンクションピークにて 

－12－ 

猿倉台地から白馬岳 双子尾根下部を望む 小日向のコルにて 

双子尾根上部の雪稜 白馬鑓山頂と杓子岳の東壁 

杓子岳山頂到着 毛勝から僧ガ岳への稜線 白馬岳を振り返る 



奥日光・女峰山 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

猿倉台地から白馬岳 

猿倉台地から白馬岳 

2008 「縦 走」 

める急斜面。馬立までは整備された快適な登山道であり、田茂沢の砂防

ダム工事現場を眺めながらの下りであり、対岸の針葉樹をバックにし真っ

赤に紅葉したイタヤカエデ？は素晴らしかった。 

馬立では志津林道から入山したハイカーが連なっていた。馬立から徒渉

しモッコ平・大樺までは笹原の緩斜面、この登山道の利用が少ないのか、

刈り込まれておらず、薮漕ぎ風。カラマツ松林ではあるが神経を使う超ロ

ングルートのため、心身とも疲れてきた。大樺で休憩、果物を食し、気分

一新。次第に広葉樹のやや急な登山道を下っていくとようやく寂光の滝に

到達。７段の素晴らしい滝が、今回の山行を締めくくってくれた。 

・田茂沢御用邸のバス停で東武日光駅へ、駅前レストランで、ゆば御膳と

生Ｂ２杯を平らげ満足度１５０％の山行が終了。我が家には５時前には着

いた。 

 

※ 山行月日・・・・・・2008年 9月 27～28日 

※ 参 加 者 ・・・・・鶴田ＣＬ・沢田・田中・岡田・三代川・菊池（記） 

※ 行    程  

27日・・東照宮西参道（9：10）～二荒山神社～八風黒岩～15：15 唐沢小屋（15：15）泊 

28日・・唐沢小屋～女峰山～唐沢小屋（7：00）～馬立～モッコ平～大樺～寂光滝～ 

田茂沢御用邸（11：30） 

 

世界遺産の東照宮周辺をバスで西参道までアプローチ、二荒山神 

社脇から荘厳な杉並木を登山口に向かった。延々と緩斜面の刈り

込まれた笹原を登って行くが、白樺、カラマツの美林、さらに眼

下に広がる日光・今市の景観が楽しめ、嫌になる単調なダラダラ

登りを補ってくれた。約 2 時間で児子の墓を過ぎると傾斜が増す

ところの沢に水場がある。徐々に広葉樹帯に入ると、五葉ツツジ

（シロヤシオ）の素晴らしい群落、6 月初旬にまた来たい！！岩

場が現れ、八風を通過、漸く台地状の黒岩に到着。断崖の対面に

は雲竜の滝・滝・滝が連なっていた。色づき始めていたが、1・2

週後には紅葉真っ盛りの絶景であろう。黒岩からは、急斜面の苔

むした深山をハアハア言いながら頑張り、ようやく女峰山頂と唐

沢小屋が見えるトラバース道を一頑張りし小屋に到着した。本日

の登行は標高差約 1600ｍ。 

水場まで往復 30分、三代川さん・岡田さん・沢田さん頑張ってい

ただいた。詰め込めば 30 名ほど収容可能である。約 15 名がゆっ

たりスペースで、各パーテイ毎、宴会で盛り上がっていた。沢田 

さん・岡田さん・鶴田さんなどが食材をたっぷり担ぎ上げてくだ

さり、酒も豊富。馬鹿（いや多いに為になる）話で盛り上がり、

一同上機嫌で良眠できた。 

 

４時に起床、かなりの冷え込みで眼下の夜景・満天の星が素晴ら

しかった。それぞれ朝食を摂り、空身で山頂に向かった。霜柱を

踏みしめ、日の出前のピンクに染まるモルゲンローテを楽しみな

がらガレ場を登っていく途中、雲間から日の出が見られた。 

山頂の御堂で鶴田さんが代表で参拝。冷え込んだ山頂からは 360

度の大パノラマ。燧ケ岳の頂上付近は薄っすら雪化粧していた。 

 

下山は登りの西側、田茂沢を挟んだ登山道である。水場までは、

男体山・大真名子・小真名子の山々を眺めながら楽しめる急斜面。

馬立までは整備された快適な登山道。田茂沢の砂防ダム工事現場

を眺めながら下って行く途中では、対岸の針葉樹をバックに、真 

鶴田さんが代表でお参り 

日の出を迎え山頂に向かった 

笹原の緩やかな登り；眼下に日光の町 

登山口；御堂に向かって階段を登る 
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赤に紅葉したイタヤカエデ？は素晴らしかった。 

馬立では志津林道から入山したハイカーが連なっていた。馬立から

徒渉しモッコ平・大樺までは笹原の緩斜面、この登山道の利用が少

ないのか、刈り込まれておらず、薮漕ぎ風。カラマツ松林ではある

が神経を使う超ロングルートのため、心身とも疲れてきた。大樺で

休憩、果物を食し、気分一新。次第に広葉樹のやや急な登山道を下

っていくとようやく寂光の滝に到達。７段の素晴らしい滝が、今回

の山行を締めくくってくれた。 

・田茂沢御用邸のバス停で東武日光駅へ、駅前レストランで、ゆば

御膳と生Ｂ２杯を平らげ満足度１５０％の山行が終了。我が家には

５時前には着いた。 

 

女峰山山頂にて 

雪で薄化粧の燧ケ岳 帝釈山から小真名子山 さあ唐沢小屋を出発 

男体山と大真名子山 ガレ場を下る面々 笹原の薮漕ぎはチト辛い 

素晴らしい紅葉にも巡りあえた 

７段の寂光滝で締めくくり 

選者の言葉････田中孝平 

なかなかハイクでは日光方面は目が向かないところで、かなりハードでは 

あるが、素晴らしい景観が楽しめ、また避難小屋も利用できる良い山であ

った。山行報告では、ヘトヘトに成りながらも眺望、紅葉、滝と変化に富

んだ景色を楽しんでいる様子が窺え微笑ましい。 
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2008 

飯豊山塊・七滝沢 

「沢登り」 

※ 山行月日・・・2008年 7月 20～21日 

※ 参 加 者 ・・ 辻本ＣＬ・高梨・上茂・池田・石橋・野口・村野・小俣・会員外 3名 

※ 行    程      19日・・・千葉＝関越道＝内の倉ダムサイトテン場（泊）  

20日・・テン場～林道入り口（5：45）～七滝沢入渓（7：00）～七滝下部（8：40）～ 

連爆帯下（11：40）～彷徨い３時間～130ｍ連爆帯上（17：00）～テン場（20：00） 

21日・・テン場（6：00）～二俣（11：00）～二王子岳山頂（14：30）～下山（18：30）～帰葉 

19日、千葉出発を先発組と後発組の２班に分け、一路、内の倉 

川ダムサイトを目指す。テント設営とともに、下山地の二王子

神社駐車場に車を１台デポ。軽く呑んで早々に就寝する。 

 20 日、４時起床。朝食後、内の倉林道入り口に車を移動し、

６時前に入山開始。約 30分で内の倉川渡渉ポイントに着く。本

流を渡渉し、７時、七滝沢遡行開始。 

大石と淵が連続し、鬱蒼とした緑が行く手を被う。ゴーロ歩き

に疲れた頃、滝が連続して現れるようになる。七滝の前衛の滝

を２本越えると、圧倒的な滝が登場。連続する七滝の下流部の

滝である。８時 40分休息を取り、いよいよ左岸の高巻きが始ま

る。巻の途中で迫力のある５段 100ｍの七滝が見える。踏み跡

はハッキリしていてどんどん登るが、トラバースポイントを過

ぎてしまった。高梨さんは藪漕ぎで沢に下り、引き返し組と笛

で位置を確認しあいながら、トラバース道の枝沢で合流。 

10時には七滝の落ち口に降りた。暫し休息を取り目の前の５ｍ

滝を右から巻く。滝上は再びゴーロ帯となり淵は大きく、５ｍ

前後の滝も多く、きつい遡行となった。この頃から空も明るく

なり、夏の陽射しが降り注ぎ、渓を明るく輝かせる。 

11時 40分、七段 130ｍの連爆帯下に着く。人数を考え登攀は 

断念し、高巻きに突入。右岸をまたどんどん登る。途中、何度

も地形図やＧＰＳを持ち出し、協議をするが渓に降りる踏み後

が分からず、木の根、石楠花、笹などを掴みながら 800m 付近ま

で登ってしまう。ここまで登ると降りる判断が難しい。 

野口さんの威厳のある「迷った時は元に戻る」発言で枝沢を下

降。15時、元の 130ｍ連爆帯下に戻る。驚きの３時間 20 分の彷

徨いであった。 

偵察隊を出し 15時 35分、再び右岸の巻に突入。16時 20分無 

事、沢に戻る。思わず皆の笑顔が零れた。連爆帯は 60ｍほどの

滝だけ。ここをロープやお助け紐で登攀し、17時、連爆帯を越

えた。５分ほど行くと、最後の試練の 20ｍ直爆が大きな釜を持

って登場する。左を巻くが最後は足場のない壁。木の枝を掴み 

七滝沢の下流部ゴーロ帯 

100ｍ大滝の下部滝 

100ｍ大滝の落ち口 
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腕力頼りの登り。ここをやっとこさ全員が越えたのは７時近く。

ヘッデンを点けながら沢に下降。先行者が均してくれていたテン

場にタープを張り、８時に焚火宴会となった。13時間半の長い一

日であった。 

 

21日、４時起床。６時、テン場を出発。いきなりゴルジュとなる。 

７時に予定していたテン場を通過。暫くは穏やかな瀬とナメ床の

明るい渓が続く。ヒョングリの滝は右壁をヘツリ、左に飛び越え、

細かいホールドを拾って登る。ナメ小滝や釜、ゴーロと変化に富

んだ遡行が続き飽きない。枝沢には３段 40ｍほどのスラブ滝が青

空に映え、遡行に彩りを添えてくれた。 

堂々とした 17ｍ滝は左岸を登る。小滝群を越え、３段三つ釜の滝 

も何気なく通過。１:１の二俣でまた道迷い。地形図の標高を勘

違いし、左に道を取ってしまった。いいかげん道迷いにうんざり。

11時に一本取り、昼食。昼食後は右俣の４ｍ滝から開始。しばら

くして釜を持った滝は左岸の草付きをトラバース。 

まだまだ滝は現れ、気が抜けない。最後の 15ｍ３段の滝はザイル

を出す。水は冷たく濁っている。上部にはきっと雪渓がある。 

詰めは明るく開けた草原となり、稜線には雪渓が黒く光ってい

た。一投足で稜線に上がり、14 時 30分、二王子岳に登頂。 

しばし飯豊連峰の眺望を楽しながら、記念撮影。沢仕度を解き、 

デポ車回収の３人は先を急ぎ下山する。 

全員が下山し車に辿り着いたのは１８時３０分。七滝沢の激戦

で、筋肉疲労や、肉離れを起している負傷者がいた。 

新発田で温泉に入り、関越道を走り、家に着いたのが午前２時 

40分。やはり飯豊の沢は、多人数では厳しかった。 

選者の言葉 ･･････ 辻本喜代志 

七滝沢はやはり飯豊の沢であった。これを多人数で遡行でき 

たことが感慨深い。何度も迷って頼りないＣＬであったが、 

チームワークが発揮された遡行だった。 

二王子岳山頂にて 

滝をヘツる 

滝を登る 

テン場にて 

連爆帯上部 
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2008 「岩登り」 

北岳・バットレス第４尾根主稜 

※ 山行月日・・・・・・2008年 8月 14～16日 

※ 参 加 者 ・・・・・富樫ＣＬ ・ 上茂 ・ 藤田 

※ 行    程  14日・・広河原～御池山荘～二股～C沢出合～C沢右岸～下部岸壁～D沢右岸～

二股→御池山荘   

15日・・・御池山荘～二股～D沢出合～D沢右岸～下部岸壁～第四尾根主稜～北岳～御池山荘  

16日・・・御池山荘→広河原 

取り付きでﾉの記念撮影 Ｃ沢から下部岸壁を目指す 

枯れ木テラス前 

マッチ箱のクライマー 

マッチ箱を懸垂する藤田 

マッチ箱を懸垂する上茂 

北岳山頂 
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「山スキー」 2008 

妙高火打山・三田原山・焼山溶岩台地山スキー 

※ 山行月日・・・・・・2008年 5月 3～6日 

※ 参 加 者・・・・・・菊池ＣＬ ・ 岡田・石橋・鶴田・会員外 1名 

※ 行    程  3日・・笹ヶ峰駐車場～富士見平～高谷池ヒュッテ下南西斜面標高差 150ｍ3本滑走 ヒュッテ泊 

4 日・・ヒュッテ～火打山～南斜面滑走～黒沢岳稜線～東斜面滑走～三田原山稜線～西斜面滑走～林間滑走～ 

富士見平～西斜面滑走～高谷池ヒュッテ(累計滑走標高差約 1100ｍ）  ヒュッテ泊 

5 日・・ヒュッテ～火打山肩～南東斜面滑走～ヒュッテ下滑走～サクラ谷滑走～ヒュッテ（滑走標高差約 700m） 

GW は定例山スキーのルート選定は白馬・柳又谷付近か、高谷池ヒュッテをベースにした火打山・焼山北

面溶岩台地か迷ったが後者に決定。前半は好天のもと、ヒュッテ周辺・火打山・黒沢岳・三田原山を滑り

まくった。笹倉温泉から標高差 1800ｍをシール登行してきた四国の岡田（博）さんと立山以来の再会、素

晴らしい自炊環境をもとに宴会は盛り上がった。5 日悪天のため 3 名は笹ヶ峰に下山、予備日の 6 日、絶

好のツアー日和に恵まれ、岡田（博）さんのガイドで笹倉温泉までの本邦屈指の素晴らしいロングツアー

を堪能できた。 

 

3 日笹ヶ峰を出発 ヒュッテ下を滑る ヒュッテに向かって 

火打、山頂にて 頂上直下の大斜面を滑る石橋さん 4日火打に向かって出発 

妙高山の岸壁をバックに ダケカンバの林間豪快滑走 鶴田さんも決まっている 

6 日エントリーポイントから 快適な滑降の始まり 新緑を楽しみながら 
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千葉を夜 10時半に出発。渋滞予報から東名の方がマシということ

で進むも、かなりの渋滞にて御殿場 ICから下道へ。仮眠地の道の

駅には 3時過ぎの到着となってしまう。 

5/2 田代入口から林道ゲートまで入り荷物を降ろし、車を奈良田

にデポ。車の 2人が戻ってきたところで出発 10：40。田代発電所

まで林道を行き、しばらく工事用の立派な道を歩き、登山道に入

る。5 月の陽光は暑く、次々と服を脱ぎ、汗だくになりながら登

る。内河内川の左岸に付けられた道が右岸に渡り、二俣に着くと

急登が始まる。尾根道をひたすら登り伝付峠へ。16時峠の手前に

ある幕場に到着。3 張りでいっぱいであったが、水は目の前で取

れとても楽であった。 

5/3 ５時出発。ひと登りで伝付峠に着く。真っ白な千枚岳が目に

飛び込んでくる。二軒小屋へ下る林道を見送り、尾根を通る林道

を北上する。いつ頃作られたのか分らないが、こんな道を山の上

まで造ってしまうとは・・・今はもう使われることもなく廃道と

化している。所々崩壊が進み崩れ去っている所もあるにも係わら

ず、カーブミラーが設置されていたりする。今回はありがたく廃

林道を歩いて、奈良田越まで快調に行く。荒川三山・蝙蝠岳の見

晴らしがすばらしい。ここで林道とは別れ稜線へ。樹林の中を小

屋跡に向い、いよいよ藪漕ぎの登山道へ。樹林の中のかすかな踏

跡をたどる。2100ｍ辺りより雪が現れ、残雪期の山らしくなって

くる。しかし、暖かくなってきた気温と共に雪が腐り、ズボッと

足を捕られ消耗する。白剥山を越え、今日の目的地笹山（黒河内

岳）を目指す。アップダウンを繰り返しながら、樹林の中を徐々

に高度をかせぎ、2733mの黒河内岳北峰にたどり着く 14 時。富士

が大きくすばらしい！ここから眺める白河内岳はなだらかな山様

ながら森林限界を超えているらしく、雪原の頂きである。鞍部の

樹林帯の中に今日の宿を求め、テントを設営。 

5/4 早朝の雪のしまっている間にできるだけ進みたい。5：35出

発。樹林を抜けると這松と砂礫の斜面。雪を拾いながら登ると

2813m の白河内岳。蝙蝠岳と塩見岳の見える角度が変り、荒川三

山は遠くになった。 

白峰南稜縦走 

※ 山行月日・・・2009年 5月 2～4日 

※ 参 加 者 ・・ 柘植ＣＬ・橋本・池田・小俣（記） 

※ 行    程 ・・・2日・・・林道ゲート（10：40）～伝付峠手前テン場（1600） 

3日・・テン場（05：05）～伝付峠～奈良田越え（08：00）～白剥山（08：35）～ 

黒河内岳北峰（14：00）～鞍部樹林帯テン場泊（14：30） 

4日・・鞍部樹林帯テン場（05：35）～広河内岳（08：50）～大門沢下降点（09：20）

～奈良田（16：05） 

縦走基点の伝付峠 

千枚岳と赤石岳をバックに 

千枚岳の膨大な山容 

奈良田をめざして廃林道を行く 

－19－ 
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硬く締まった雪の上を快調に歩き、今回の最高峰広河内岳に予定よ

り早く着く 8時 50 分～9 時。農鳥岳は向かいに構え、北岳は三角形

の山頂を覗かせている。9：20 大門沢下降点の鞍部に到着。夏道の尾

根沿いを少し下るが、沢の中を下降するトレースを見つけ、一気に

沢中を下る。スリップに注意を払いながらひたすら下り、大門沢に

合わさる。傾斜を緩めた本沢の雪の中を下り続けるとやがて水流が

現れる。少し登り返し、枝沢から夏道の登山道へ入り、12 時半頃、

大門沢小屋へ。今日の宿であったが、時間も早いので奈良田まで下

ることにする。普通の登山道を下るのであるが、これが以外に長く

感じられ、2 時 40 分取水口にたどり着く。最後の一踏ん張りの車道

歩きで奈良田に到着。奈良田の里温泉（￥500）に入浴。帰りも東名

は渋滞で、千葉に帰りついたのは日付が変ってからであった。 

蝙蝠岳と塩見岳 

黒河内岳への登り② 
黒河内岳への登り① 

黒河内岳北峰 

縦走最後のピーク広黒河内岳 

遥か農鳥岳へ続く白峰南稜 

ゴールも間近 

北岳を遠くに白峰南嶺を行く 

遠くに荒川岳、手前は蝙蝠岳の稜線 
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「45周年記念山行」 

奥秩父・東沢 東のナメ沢 

※ 山行月日・・・ 2009年 6月 27日 

※ 参 加 者 ・・・柘植ＣＬ・小俣 

※ 行    程 ・・・東沢入渓（6：35）～山ノ神（7：20）～東のナメ沢出合い（8：05）～ 

登攀開始（8：30）～一の沢出合い（11：25～45）～鶏冠尾根（13：40～14：20） 

～鶏冠谷出合（16：50） 

釜の沢の遡行と同じルートをたどり東沢を遡行。ホラの貝ゴルジュ

は巻き道の登山道を行く。ホラの貝沢に掛かっていた丸木は完全に

落ちてしまって跡形もなかった。山ノ神を越えて再び東沢にもどる。

乙女の滝を右岸に見て、左岸の切り立った岸壁を過ぎると、いよい

よ東のナメ沢がドーンと現れる。以前釜の沢を遡行した時は黒っぽ

くて威圧感のある雰囲気だったのだが、今日の東のナメは白いスラ

ブが明るい！昨年谷に大崩落がおき、渓相が変ったと聞いていたが、

この明るい雰囲気に心はワクワクしてくる。 

クライミングシューズに履き替え 1 段目はガイド通り水流右を快適

に登る。シューズのフリクションが白い岩肌に気持ちよくくいこむ。

1 段目を上がると水流を横切り左へ。しかしビレーポイントが見当

たらないし、傾斜もきつくないのでそのまま次のテラスまでフリー

で登る。ここで残置ハーケンを見つけ、ロープをだす。左上気味に

ロープを伸ばす（1P）。この上の潅木帯が剥ぎ取られたようになくな

り、岩肌を見せている。そのため、沢は明るく感じられるようにな

ったようだ。（2Ｐ）直上後、左壁ぞいに残置を探して登るもみつか

らず、3 段目下まで５０ｍ一杯のばし、細い潅木を見つけビレー点

とする。（3Ｐ）3段目上がっても残置見つからず、ハーケンを打つ。

ここから、4 段目は傾斜も最大になりルートの選択に悩む。今まで

ほとんど残置をみつけられずに登ってきたので、ここからもアテに

できない。（5Ｐ）少し左の草付き寄りの割れ目を利用して登ろうと

するが、岩が黒くぬめり、今までの快適なフリクションが利かない。

打ち込んだハーケンの頭に乗り、投げ縄で潅木にシュリンゲを通し

ゴボウで木まで登りきる。しかし、黒く変色した岩の滑ること！や

っとの思いで木に取り付き、草付きを拾いながら頭上の潅木帯に逃

げ込む。(6Ｐ)潅木帯から沢床へおりる。（7Ｐ）左岸へ渡る。（8Ｐ）

5 段目左岸のやや緩い傾斜の草付きと岩のコンタクトラインをのぼ

る。上部は広いテラスで、やっと気を抜ける傾斜となる。小休止後、

6段目を右岸から登る。ここで、“大滝登攀終了”と思ったのだが、

上を見ると一の沢が合流してきている。5・6段目と思っていたのは、

大滝上の 15ｍ滝と 20ｍ滝だった。一の沢も大崩落を起こしており、

鶏冠尾根直下からガラガラの様相を示し、出合には巨岩が体積して

いる。鬱蒼とした樹林の中の 15ｍ滝・20ｍ滝とガイドには書かれて

いるが、崩落のためか明るく、大滝と一体に感じられた。ここで再 

乙女の滝 

東のナメ大滝が見えてきた 

一段目途中から見上げる大滝の全容 
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び沢靴に履き替える。 

一の沢の上からは急速に樹林の中となり、奥秩父的沢登りとなる。

次々と滝が現れるが、直登・巻きを交えて高度を上げていく。水枯

れした沢から左岸へ上がる踏跡を見つけたどる。シャクナゲの樹林

の中で見失うも、藪漕ぎの先に明瞭な踏跡に出合い鶏冠尾根へと辿

つく。下山靴に履き替え、鶏冠尾根を下る。第３岩峰は左側から巻

き降りる。第 2岩峰は展望が良く、黒金山や国師岳が見渡せ、振り

返れば第 3岩峰が山水画のように聳える。 

岩の上をたどり、樹林に下ると道の判りにくい所があるが、テープ

がていねいに付けられているので探しながら下っていく。やがて下

山口の鶏冠谷出合いに辿りつく。 

選者の言葉 ・・・・・・・・ ・・・・・・・柘植 

東のナメは、私が入会間もない頃、高梨さんと西のナメに行った際、石塔尾根を下山途中で初めて目に 

した。東沢の対岸の緑の斜面に得体のしれない、真っ白なものが見えてきた。まるで天に昇る白龍のよ 

うな印象を受けたが、これが東のナメのＦ１大滝であった。そのときはとても自分には登れないと思っ 

た。それから７年後に小俣さんと無事登攀を果たせた。小俣さんと協力しあいながら、なんとか登れた 

大滝はなつかしい思い出である。 

ニ段目取付きから大滝上部を見る ニ段目下部を登る 

一段目をフリーで登る 

二段目上部をリードする小俣さん 

核心部の三段目 三段目ビレイ点からの大滝下部 鶏冠尾根の岩峰 

大崩れした一ノ沢を見下ろす 黒金山と小俣さん 第二岩峰をバックに 
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城山チューブロック・二間バンド 

※ 山行月日・・・・・・2009年 12月 19日 

※ 参 加 者 ・・・・・川本ＣＬ ・ 上茂 ・ 渡辺三 
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根子岳山スキー 

※ 山行月日・・・・2009年 1月 11日 

※ 参 加 者・・・・菊池ＣＬ ・ 岡田・石井・佐々木 

※ 行    程・・・・峰ノ原スキー場トップ～ゴルフ場～登山道合流～子根子岳～ 

西北西斜面滑走（標高差 150ｍ）～根子岳～西斜面滑走（登山道の左）（標高差 380ｍ） 

～避難小屋上アンテナ地点にトラバースで登山道に戻る～峰ノ原スキー場  

今年も昨年同様、年末年始の寒波では積雪の増加が見られなかったが、2～3日前から菅平スキー場で 

15ｃｍの増加があり積雪 85ｃｍとなり、なんとかなるだろうと勇んで出かけた。 

年末のＴ氏の報告では、西北西斜面は笹が出ているものの、まあまあ滑れたとの報告があり、少しは 

ましになったかと思いきや、前日までの強風で雪付きは不十分、ラインにより笹がかなりうるさかった。 

 スキー場では昨年の同時期とほぼ同じ積雪であったが、山頂からの沢に向かうパウダーラインはまあ 

まあ楽しめたが、昨年より雪付きが悪く、避難小屋への下部斜面は笹雪スキーであった。 やはり菅平 

スキー場で１２０ｃｍの積雪は根子を楽しむための必須条件であると再確認させられた。 

ゴルフ場を横切って正規ルートへ 小根子岳山頂から根子岳を望む 小根子岳西北西斜面を滑る 

雪不足で笹がうるさい 

山頂直下のパウダーラン 

西北西斜面をシール UP 

笹薮のパウダーラン 

モンスターを見ながら山頂へ 

転ぶと起き上がりが困難 
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※ 山行月日・・・・2010年 8月 6～9日 

※ 参 加 者 ・・・ 田中ＣＬ・村尾・住田・杉山 

※ 行    程 ・・・ 前夜千葉発   7日・・・番場島（6：15）～早月小屋（11：50） 

8 日・・・ 早月小屋（5:55）～剣岳登頂（9：30）～剣山荘（13：35） 

    9日・・・ 剣山荘 6:45～室堂（8:35）～扇沢（11:35） 

【１日目】 

高速道、練馬までの渋滞や分岐点のルートミス、迷走？があったが、予定より早く番場島に到着！ 車の

回送業者を待って出発・・・ 

とにかく急登！展望も悪く？無く？ひたすら林間を進む。ただ時折現れる樹齢？百年の杉には感慨深か

った。土日の山行は初めてだったのでもっと人がいるかと思ったが、行きあったのは 10組程だった。展

望もなく、ただひたすら長い急登だったが、高度 200ｍごとにある標識はすこし支えになった。長い樹林

帯を抜け展望が開けると、残雪を横目に早月小屋が見えてきた！  

待ち受ける試練と憧れとはいかに 所々に湾曲した立山杉が 早月小屋に到着 

【２日目】 

今日はしっかりと安全対策をしていざ頂へ！しかしここからも急登が続く・・・。ハイマツを見ながら

の急登、登るに従って岩場が増えてくる。鎖場も数か所あり、三点支持を守って慎重に登っていく。 

しばらくすると別山尾根との分岐点に出た。もう山頂はすぐそこだ！はやる気持ちを抑えここで小休憩。

ここから先頭を行かせてもらい、程無くして頂上到着！ 

あいにくガスが多く、360度の展望とはいかなかったが、時折姿を見せる源次郎尾根と八ツ峰に いつか

はあそから・・・なんて生意気な事を考えてしまった。 30分ほど頂上を堪能して下山にかかる。 

田中さんから「下山こそ慎重に！」と登頂で浮かれた気持ちをビシッと締められ下山開始！カニのヨコ

バイの手前で 15分ほど渋滞。緊張しながらヨコバイをクリアするも、岩場と鎖のアップダウンが続き気

を抜かず慎重に進む。前剣、一服剣を経て 3時間 20分程で剣山荘に到着した。  

 

剣岳・早月尾根 

朝焼けの小窓尾根 慎重にトラバース 剣岳登頂おめでとう 
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【3日目】 

午後から天候悪化の天気予報の情報から少し早めに出発。剣沢を抜け剣御前小屋へ・・・ 

剣沢テント場から見た剱岳はとても素晴らしかった。遠くには白馬岳を望みただひたすら感動した。程

なくして別山乗越に到着。晴天で雷鳥平～地獄谷の展望も素晴らしく剣沢側と行ったり来たりしてしま

った。ここからテント場を待ち合わせに自由に下ることになったが雷鳥坂を飛ぶように駆け下りて行く

住田さんをみて底知れぬ身体能力に脱帽しました。地獄谷を散策し 8：35 に室堂に到着。ここから観光

客に混ざりアルペンルートにて扇沢へ。自分たちはトローリーバスもケーブルカーもほぼ待たずに乗れ

たが、室堂での話だと 10：00を過ぎると 1時間待ちは当たり前との事だった。11：35扇沢に到着、番場

島から回送済みの車で帰路へ（回送費は 29,000円でした） 

選者の言葉 ・・・・・・・・・・ 室 昌美 

山登りを始めた人なら誰でも憧れる劔！標高差２０００M以上の 

早月尾根から別山尾根への縦走は、これから登りたい人にも参考 

になって良いと思います。新人の杉山さんが新鮮な気持ちで記録 

を書かれているのも良いですね。 

剣岳全容 遠方に鹿島槍、白馬も 鹿島槍、白馬 

剣御前小屋にて 

平蔵の頭の岩頭群 平蔵谷を見下ろしながら カニのヨコバイを通過 

剣岳頂上にて 別山尾根と左は早月尾根 剣沢小屋前にて 
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※ 山行月日・・・・2010年 8月 21～22日（前夜発１泊２日） 

※ 参 加 者 ・・・長池ＣＬ・高梨・渡辺三・平野・上茂 

※ 行   程  21日・・尾白川林道ゲート（6：10）～入渓（7：20）～鞍掛沢出合（9：45）～ 

噴水滝（10：10）～千丈ノ滝上（12：10）-12：40坊主ノ滝下（12：40）～懸垂下降点（14：06） 

～テン場（14：10） 

22日・・テント場（6：15）～奥千丈ノ滝（6：38）～奥千丈ノ滝終了点（8：00）～ 

右俣実質終了点（13：10）～山頂（14：11～14：45）～七丈小屋（16：15）～竹宇駒ケ岳神社 

黄蓮谷右俣 

長池は４０余年を経て再び、平野は幾度かの撤退を経て再挑戦。高梨、

上茂、渡辺（三）は幾分の恐れと闘志を胸に入渓点に立つ。 

黄蓮谷は花崗岩に覆われスラブの極度に発達した猛々しくスケール 

の大きい沢である。張り付いた黒苔部分は滑りやすく、厳しいバラン 

スを要求される登攀も随所に出てくる。 

下部に次々と現れる滑滝や小滝も登れぬものがあり、右岸を主にトラ 

ロープの残置を確かめながら遡行していく。巻きを誤った滝ではわず 

かな踏跡を追って急崖を登ったものの垂壁に阻まれて下降不能とな

る。遥か眼下の対岸にトラロープの残置を見つけて懸垂下降を繰り返

し、巻きをやり直す場面もあった。 

沢は見栄えのしない二俣で尾白川本谷を右に分けてから核心に入って 

いく。ルート中にはいくつか特徴ある滝がある。最初は「噴水滝」だ。

スラブの沢床に掘られた岩溝を滑った水がトルネード状に反転し釜縁

で跳ね上がって噴水となる。 

「千丈ノ滝」は流形の綺麗な滝、「坊主ノ滝」は逆層を幾段も重ねた豪 

快な滝、「奥千丈ノ滝」は流駆２００ｍと言われる長大なスラブ滝であ

る。坊主ノ滝は左岸のガレを高く登り急傾斜の樹林をトラバースする

のだがルートファインディングがなかなかに困難な巻道。他の２組も

右往左往だ。我々は少し大きく巻きすぎたがガリーの弱点を拾って左

俣分岐点上部の“ここしかない”というピンポイントに懸垂下降。今

日はこのすぐ上、右岸のテン場を拡張しＢＰとした。 

 

翌日は「奥千丈ノ滝」がメインとなる。 

左岸の坊主岩の東・南面に舞台の緞帳のごとく垂下する巨大な垂壁の 

足元を抉って、延々と滑り落ちるスラブ滝の流芯に沿ってロープを伸

ばしていく。一歩滑れば遥か眼下まで止める手段は無い。緊張するが

実に楽しい滝登りだ。沢登りの醍醐味がたっぷり詰まっている。 

奥千丈滝の上でルートを誤った。どうやら烏帽子沢へ踏み込んだよう

だ。前方の巨大なスラブ壁に阻まれ左の尾根に逃げたがここで誤りに

気付く。 

 

水面下の三角リッジを渡る 

深い釜を持った滝 

噴水滝 

千丈の滝 
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幸いに沢のスラブ間の平坦地をうまく拾い、支尾根のハイマツを 

乗越えて右俣本流に戻ることができた。 大きな岩塊の折り重な

り、微妙なバランスを要する小壁、山の花の咲く綺麗な草付きを経

て山頂に立つ。感動の握手である。 

帰路は黒戸尾根をさくさくと降る。長い長い道程を疲れに鞭打っ

て、最後はヘッデン頼りに真っ暗な駒ケ岳神社の境内に行きつく。 

やはりこの沢は、体力・登攀技術・ルートファインディング能力、

３要素の高さを要求する１級のレベルにあると言える。 

坊主の滝にて 
逆層を重ねる坊主の滝 本流脇のＢＰ 

坊主の滝 

選者の言葉 ・・・・・・・・ ・・・・・・・編集部 

甲斐駒ケ岳に突き上げる黄蓮谷右俣は、Ⅳ級の遡行レベルを誇る。核心部は奥千丈の滝～山頂への 

詰めである。ネットの記録では敗退記録も多くある。2010年の沢記録では上越のオジカ沢も捨てが 

たかったが、スケール感から黄蓮谷右俣をピックアップした。 

奥千丈の滝下段 奥千丈の滝上段の滑 

巨大なスラブに行く手を阻まれる 急崖の草付きで確保 甲斐駒山頂にて 

奥の滝を詰める 
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タイ プラナンビーチクライミング 

※ 山行月日・・・・2010年 12月 18～25日 

※ 参 加 者 ・ ・・富樫ＣＬ ・ 平野・上茂  

※ 行    程・・・18日成田空港～タイ・プーケット空港～タクシーにてクラビ エーマンション泊  

19日クラビ港～ボートでライレイイースト アニヤビーホテルにて５泊  

24日 21:30タイ・プーケット空港～成田空港 25日 7:30着 

 

タイのリゾート地プラナンでのクライミングが、ついにやってき

た。ベストの行き方は、クラビまでの直行便で、着いたら即、港

からボートに乗ればその日に行ける。便数が少ないため調整が取

れなかったので、プーケット空港からタクシーで 2 時間、それも

猛スピードで移動。翌日は朝 10 時港からボートに乗り、2 時間ほ

どで目的地ライレイイーストへ。半島になっているのだが、陸か

らの乗り入れは岩山に阻まれてできない。周り一帯がクライミン

グエリアのような岩に囲まれ、ボートが着水する入り江は遠浅で、

潮が引くと陸地まで膝下の深さの中、荷を背負って歩くことにな

る。 このライレイイースト側には、ホテルからすぐ近くの海岸に

講習会で使われる比較的やさしい岩場がある。全て石灰岩である。

海岸線は下部が浸食されハングしている。陸地にもいたるところ

に点在し鍾乳石の立体的な形状に圧倒される。中にはフェイス系

のルートもある。反対側ライレイウエストに通じる道は７分程度

で行き来できる。ビーチはウエストのほうが断然綺麗。こちら側

のトンサイビーチにはかなり被ったルートが続いている。半島の

先端にもたくさんエリアがあるのだが、崖になったり薮に阻まれ

たりしてどうしてもわからず行き着けない場所もあった。 

毎日やることといったらクライミング、しかし一日中は無理、日

が昇れば暑いので朝と夕方に集中して登った。朝は明るくなる

6:30 頃から登り、9:00頃朝食、昼間はほとんど休む暇なく場所探

しで歩き回り、日が当たらない壁があれば登る。ルートは全体的

に中から上が多いが、探せば合うレベルのルートもある。長いル

ート、マルチピッチのルートもある。ロープは 60mがよい。50mも

持参したので場所によって選んで使用した。終了点や支点などは

所々注意が必要。 

今は乾季で雨は一度夜降っただけで滞在中はずっと晴れ、太陽が

沈むと途端に涼しくなり、朝晩は気持ちいい。国籍は入り乱れ日

本人は少ない。最初は外国人は皆上手いのかなと、もじもじして

いたが、いろんなレベルの人たちが来ているようで、皆マナー良

く登っている様子だった。 

オプションとして一度 3 人乗りカヤックを借りて沖を巡り、中休

みで一日観光もしたが、ちょっとでも時間があれば登りに行った。

5分も歩けば岩場なのだから。 



－30－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ほとんどクライミング漬け、またビール漬けの毎日でしたが、ここならではの過ごし方を満喫した感じで

す。老若男女、万国共通に楽しめるクライミング、また機会があればプラナンに行きたいものです。 
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立山山スキー（真砂岳・剣沢・御山谷） 

※ 山行月日・・・・2010年 5月 1～3日 

※ 参 加 者 ・・・・菊池ＣＬ・長池・石橋・会員外 1名 

※ 行    程 

5／1・・扇沢（6：30）～室堂駅（8：15）～室堂山～滑走～室堂～雪壁の大谷ウオーク（最深15ｍ）～ 

一の越への途中～滑走～浄土川～雷鳥平テント村～真砂岳への尾根を 2650mまでシール 

アップ～滑走ー雷鳥平～ロッジ立山（泊） 

5／2・・ロッジ（7：20）～雷鳥坂アイゼン登行～別山乗越～剣沢滑走～平蔵谷出合～シール登行～ 

別山乗越（14：00）～雷鳥沢・雷鳥坂滑走～ロッジ（泊）   累計標高差 1083m 

5／3・・ロッジ（7：15）～アイゼン登行～一の越～御山谷滑走～黒四ダム（13：30）～扇沢～帰葉 

5／1  始発（6：30）のトロリーに乗るべく 5時半ころトップに並んだ。凄まじい観光客の人数に圧倒

され、ケーブル・ロープウェーで 2～3回待ちとなったが、室堂には 8：15頃到着できた。 

初体験の雪壁大谷ウオーク（10：00 開門）までの時間を利用し、室堂山までシールアップ。この時期に

しては意外なノートラパウダーを戴き、テンションアップで渋滞の雪壁ウオークを楽しんだ。 

浄土川に沿って雷鳥平まで下ったが、寝不足の疲労も手伝って、降雪後の急激な気温上昇による悪湿雪

に手こずり、テンションは一気にダウンしてしまった。テンションが下がったものの、宿に行くにはま

だ早い。意を決して計画通りの真砂岳への尾根に向う。緩斜面は重い湿雪のシール登行のため、すぐに

引き返そうかと思いながら、意気があがらない。それでも斜度を増した尾根に入ると徐々に雪質も良く

なったが、疲れと上部はガスがかかってきており 2650m くらいまでなんとかハイクアップした。午後 2

時を過ぎ、滑りやすい雪質にテレターンのアドバイスを行ないながら 1日目の滑走は終了した。 

5／2  剣沢の上部には昨日のパウダーが薄く残り、まあまあの滑りやすい斜面が続き、平蔵谷出合付近

は重い湿雪となっていた。テレマーク技術の真髄は「後ろ足の素早く深い折りたたみと板の踏みつけ」

であり、これが安定したテレターンの基本である。ロッジの畳上講習をじっくり行なった成果が上がっ

たのか、前日にくらべリズミカルなターンを描けるようになっていた。徐々にビッグとなる剣の雄姿を

前に、剣沢滑走の爽快さは格別で、華麗でリズミカルなテレターンの動画撮影に力が入った。別山乗越

からの雷鳥沢滑り出し急斜面も、適度に雪が緩みまあまあ滑り心地。途中からザラメの雷鳥坂にトラバ

ースし、新室堂乗越から雷鳥平に向け、ノートラのザラメ斜面を快走した。 

累計標高差 1083mの大満足の 1 日であり、温泉後の生ビール乾杯が五臓六腑にしみわたり格別であった。 

5／3 雄山の下部をトラバース気味に一の越に向かいアイゼン登行した。最終日は今回のお目当ての御

山谷から黒部ダムである。9：50 滑走開始したが雪も適度に緩んできており、龍王岳の岩峰をバックにア

ルペンムード満点のカール状大斜面滑走に酔いしれることができた。御山谷の下部は降雪直後の雪崩に

よるデブリが巨大な堤防状に左斜面より押し寄せていたが、滑走には問題なかった。次第に雪割れが現

れる沢の右岸を進み、左岸への徒渉地点を過ぎ、ダム湖が見える台地に出ると、多数の倒木を含んだ凄

まじいデブリがあった。 

このデブリ地帯を苦労して通過、ダム湖近くで休憩。休憩後、下に行き過ぎて登山道に出るのに手こず

る。黒部ダムに到着し、ケーブル待ちの大群衆を横目に、交通機関を乗り継ぎ、帰葉を急いだ。 

「山スキー」 
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室堂駅に向かって ちば山シュプール 雪壁・大谷ウォーク 

立山夕照 大日岳の雄姿にテンションアップ 満足の滑走に笑顔 

長池テレマーカー 菊池テレマーカー 大日連峰のシルエット 

 

竜王岳を見ながら御山谷へ 滑走前の記念撮影 

御山谷終点 湖畔の登山道を行く 

春の陽気に誘われて 

吊橋を渡って黒４ダムへ 
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【期  日】10月 6日(木)夜～10月 11日(火) 

【場  所】穂高連峰（明神岳・前穂高・奥穂高岳・奥又谷・涸沢・岳沢・明神主峰東稜・ 

前穂北尾根・天狗のコル～ジャンダルム～奥穂） 

【総リーダー】田中孝平 

【山行形態】各登山口から岳沢 

【BC】 岳沢 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011 「４５周年記念集中山行」 

（１）明神岳主峰東稜から前穂高岳登攀(10/6～10/10) 

    メンバー：CL富樫正三・SL上茂美砂子・熊倉容子 

（２）前穂高岳パノラマコース～北尾根登攀(10/7～10/10) 

    メンバー：CL平野直子・SL樋口博文・澤田淳子 

（３）前穂高岳パノラマコース～涸沢～奥穂～ジャンダルム～天狗ノコル～岳沢縦走(10/7～10/10) 

    メンバー：CL高梨 仁・石橋 きよみ・吉川 りつ子 

（４）前穂高岳パノラマコース～涸沢～奥穂～ジャンダルム～天狗ノコル～岳沢縦走(10/7～10/10) 

永田単独 

（５）岳沢～ジャンダルム～奥穂高岳～前穂高岳～岳沢(10/7～10/10)  

    メンバー：CL田中孝平・SL村尾憲治・板橋 孝・武井邦陽・山内英晴 

（６）中畠新道～奥又白池～前穂高岳～岳沢(10/7～10/10) 

    メンバー：CL井上志津子・杉山喜代枝 

（７）上高地～岳沢往復(10/9～10/10) 

    メンバー：CL倉本俊治・舟山 孝・古関 敬 

（８）岳沢～前穂高岳～奥穂高岳～涸沢～上高地 

    古関単独 （岳沢から 10/10～10/11日で単独行） 

（９）上高地散策(10/9～10/10) 

    メンバー：CL白井浩司・白井よんえ・白井陽香(長女)・白井太一(長男) 

【参加人員】岳沢集中 人数 20名／上高地  人数  2名＋（会員外子供 2名) 

【留守本部】     辻本喜代志 

【合計人数】     23名＋（会員外子供 2名) 

祝「ちば山」４５周年 

ちば山 45周年を祝うため、北アルプスは穂高連峰の 

岳沢に集い、盛大に記念行事は営まれた！！ 
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10／7 他のグループより１日早い出発。連休前日に上高地入りし 

たのだが、すでにたくさんの人。 

1人あたり、3L程の水を汲み明神へ向けて歩きだす。昨夜は雨だっ 

た。まだ水分を含んだ重い雲が立ち込めている。日差しはあるが、 

雨が心配。道の途中、「今年の紅葉はここ数十年にないくらい、キ 

タナイ紅葉だ。」と話をきく。なるほど、山には赤や黄がない。す 

べて赤茶けた、枯葉の色。 

明神橋を渡り、左手に進む。すぐに古びた養魚場跡を見つけた。田 

中さんのアドバイス通りである。建物の前を通り過ぎ、壊れそうな 

木橋を伝って奥の小川を渡る。すぐにそれと分かる下宮川のガレ地 

形に出る。ルートには新しい目印が付いていて、宮川のコルまで迷 

うことなく進むことが出来る。天気予報は「晴れ」であったが、冷 

たい雨と共にみぞれが降り始めた。リーダーの指示で全員雨具を着 

る。寒い。12時少し前。いつの間にか、ひょっこり、ひょうたん池 

に出てしまった。天気のこともあり、テン泊予定地である『らくだ 

のコル』へ向かうのは止め、ひょうたん池でテントを張る。至福の 

お昼寝タイム♪ 夕方には太陽が顔を出しぽかぽか陽気に。まった 

り夕食後は、2日分の水を残す為、サンショウウオの住むひょうたん 

池の水を沸かし、コーヒーを飲む。外は満点の星空になっていた。 

この夜は物凄く冷えた。軽量化の為シュラフ無。ゴアのシュラフカ 

バーのみで過ごす一晩は寒さとの戦い。あまり眠れなかった。 

10／8 ひょうたん池での朝はみごとに寝坊。ひょうたん池は厚く氷 

が張っていた。6時 40分、ようやくテン場を出発。すぐに第一階段 

に到着。ここでロープを出す。２P。一見直登できそうなルート。こ 

こは左に 5ｍほどトラバースし、残置ロープにはなるべく頼らない 

ようにしながら 5ｍほど登る。ロープがないと怖いところだ。 その 

後はまたもハイ松の登りが続く。小ピークを越えるとすぐ、テン泊 

予定地であったらくだのコルに着く。なんとか 2～3張出来るスペー 

スがある程度のビバーク地だ。そこを過ぎると、バットレス下部に着 

く。ここから見る、明神岳は素晴らしい。そしてこの日はぬけるよ 

うな青い空！バットレスは、ミサさんがトップ。ミサさん、スイスイ 

と 4、5ｍのフェースを登り、あっという間に上部の張った岩場を 

※山行月日・・・・・10月 6日～10月 10日  

※参加者・・・・・・・富樫 CL・SL上茂・熊倉 

※行程・・・・・10／6 千葉（21：00）～沢渡駐車場着（01：20）～車中泊 

10／7 上高地（7：00）～明神橋（8：00）～宮川のコル（10：00）～ひょうたん池（12：00） 

10／8  ひょうたん池（6：40）～東稜登攀（9：00）～明神岳山頂（12：00）～前穂山頂（14：50）〈ビバーク〉 

10／9 前穂高岳（8：00）～紀美子平（9：00）～奥穂高岳（10：10）～紀美子平（12：30）～岳沢（14：30） 

10／10 岳沢テント場 4：40⇒上高地 6：20⇒沢渡 7：00⇒千葉 14：00 

 

明神岳東稜アルパインクライミング（45周年記念集中山行） 

ひょうたん池、出発 

 

聳える明神岳 
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越えて見えなくなった。さすがミサさん！カッコいい。登山靴＆ 

縦走装備での登攀は初めての熊倉、恐る恐る登り始める。登山靴 

であると、なんとなく自分の「足」が信用できず乗れない。途中 

左へ回り込む。左手にガバがあり上がれる。その先は登山靴だと 

細かいので足が不安。残置のお助けスリングについ手を伸ばし、 

ミサさんの元に到着。荷物を背負い、登山靴での登攀練習が次の 

課題になった。そこから上部は頂上までガレた斜面となり落石に 

注意を要する。左に巻き気味に登り上げると明神主稜上に出た。 

直ぐ先は明神頂上だ。お昼直前、無事山頂到着！ 

360度の展望。青い空に映える岩稜。最高の登攀日和に感謝！前 

穂に至る稜線通過は、途中奥明神沢のコルに降りるところが崩れ 

ており、懸垂下降。ここでトラブル発生。ロープ回収時、5ｍほ 

ど上部の岩の隙間にロープ末端が挟まり回収不能になる。富樫さ 

んが上り返し、外してクライムダウン。下りてくるまでちょっと 

緊張。こんなハプニングも難なく解決してしまう、富樫さんの手 

際のよさ！ 

その後、前穂までの長い岩稜は岳沢側を巻き気味に登っていくの 

だが、ルートがわかりにくく気の抜けない岩場が続く。途中、奥 

又白の池を望む。テントが見えた。奥又白から 4峰も、いつか行 

きたい憧れのルート 

だ。前穂山頂につく頃には、3 時近くなっていた。これから奥穂 

の小屋まで行くと 3時間近く要する為、ヘッドランプが必要な歩 

きになるだろう。紀美子平までは下りようか？とも考えたが、3 

時を過ぎ、前穂に登ってくる人もほとんどいなかった為、今回に 

限り緊急事態ということで山頂でのテント泊を決める。 

この夜は大先輩ふたりの間でぬくぬくと眠る。ちば山に入って本 

当によかった。 

 

3日目：前穂山頂。テントのファスナーを開け、一歩踏み出せば 

御来光。なんという贅沢。山頂にテントを張るのは本来 NG。早々 

にテントをたたむ。この日は奥穂⇒ジャンダルム⇒天狗沢⇒岳沢 

の予定であったが、ミサさん不調。頭痛が引かないとのことで、 

計画変更。ミサさん先に岳沢へ。富樫・熊倉、は奥穂までピスト 

ン後、岳沢へ。午後 3時、岳沢で先に生ビールを３杯もあけてす 

っかり元気になっているミサさんを見て一安心！よかった♪ そ 

して本隊に無事合流！めでたし、めでたし。 

熊倉が憧れの明神ルートを歩けたのは、アドバイスをくださった 

田中さん、富樫リーダー、笑顔の素敵なミサさん。そしてそして、 

岳沢で準備をしてくださったちば山のメンバーの皆様のおかげで 

す。みなさまに心から感謝して。素晴らしい山行をありがとうご 

ざいました。 

 

核心のトラバース 

 

明神、山頂にて 

 

懸垂で下りる 

前穂高山頂にて 

 

前穂頂上からの御来光 
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10/8 深夜 2時だというのに沢渡市営第 2駐車場はほぼ満杯状態。 

車内で 4時半まで仮眠後、タクシー乗り場に向かうと長蛇の列。 

登山客の多さに驚く。上高地でも人、人、人。うんざりしてきた。 

徳沢の先、新村橋の分岐でやっと人ごみから抜けられた。新村橋 

を渡り、中畠新道に入る。少しの勾配であるが、いつもよりきつ 

く感じる。しばらくすると、単独行の永田さんがすーと追い抜い 

て行った。ザックは大きく重そうだけど足取りが軽快。奥叉白と 

パノラマ新道の分岐で、小休止。高梨パーティーがやってきた。 

平野、高梨、永田さんの３パーティーで記念撮影をし、「皆さん、 

岳沢で元気に再会しましょう。」と別れる。 

ここから先は奥叉白谷の右の尾根に取り付き、急登がつづく。暑い、 

重たい、キツイ。ぐんぐん高度を稼ぐ。高度 2200ｍ前後から一昨 

日降ったなごり雪が少しずつ現れ出す。高度 2380ｍ付近、奥叉白 

池と北尾根Ⅴ・Ⅵのコルの分岐に到着。前穂Ⅳ峰正面壁がドカーン 

と現れる。甲南バンドらしきものがあり、そこから右上へあがって 

いくのが甲南ルートのようだ。Ⅴ・Ⅵのコルへ急ぐ。奥叉白谷を乗 

り越えるために、少し下るが雪の残る急斜面。クライムダウンで慎 

重に下りる。樹林帯を抜けると幅のある奥叉白谷を横断。その先で 

小休止。ここから北尾根Ⅴ峰の枝尾根を乗り越えなければならぬ。 

ガレ場を通りⅤ峰枝尾根を登るが途中クライミング要素あり。しば 

らく快適なリッジ歩きとなるが、Ⅴ・Ⅵのコルの沢におりてゆく際 

に、雪が解けずに、半分凍っているトラバース地点あり。少し緊張 

した。この先はⅤ・Ⅵのコルに至る沢を登りつめるだけ。Ⅴ・Ⅵの 

コル到着。涸沢側の視界が開け素晴らしい展望。早速テントを張る。 

テントは２張りのスペースしかなかったが、結局のところ、私たち 

だけ。荷物整理が終わったら、Ⅵ峰にアタック。本日唯一のピーク 

登頂だ。素晴らしい眺望！３６０度のパノラマ展望台。前穂北尾根 

→吊尾根→奥穂→涸沢槍→北穂南稜→北穂東稜→北尾根下部・屏風 

の頭・・・・。 全て見渡せる。奥叉白池はテント６張り程度か。 

そして涸沢を見下ろすと、テントの花が咲き乱れている。数えきれ 

ない。さらにカメラで写真を撮りズームでみると、涸沢ヒュッテの 

前穂北尾根縦走クライミング（45周年記念集中山行） 

※山行月日・・・10月 7日～10月 10日 

※参加者・・・・平野ＣＬ・澤田・樋口 

※行程……10／7 千葉出発（20：30）～沢渡市営第２駐車場着（02：18）～車中泊 

10／8  上高地（05：45）～徳沢（08：10）～co1755地点（09：30）～co2050地点（10：42）

～奥又白池（13：18）～Ⅴ・Ⅵのコル（15：05） 

10／9  Ⅴ・Ⅵのコル（05：38）～前穂山頂（09：57～10：40）～岳沢ヒュッテ（12：05） 

10／10  岳沢ヒュッテ（06：38）～上高地（08：10） 

梓川から見た北尾根 

 

中畠新道パノラマ分岐 

 

Ⅵ峰から前穂北尾根上半分 

 

Ⅵ峰から涸沢を見下ろす 
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売店で人の列。トイレにも人の列がみえるではないか。涸沢って 

東京や千葉よりも人口密度が高いんじゃない。絶対に涸沢に下りた 

くない。涸沢に泊まった登山者が明日どれだけ北尾根に挑戦するの 

だろうか、少し不安になってきた。明日のルートについて、奥叉白 

に到着したあたりで話し合い、今回はⅣ峰正面壁の登攀を断念、北 

尾根縦走クライミングということになった。食当は平野さんに全て 

計画・準備をしていただいた。乾燥野菜たっぷりのトマトスープを 

美味しくいただきました。とても満足。 

10/9 3時半起床。快晴、風がある。味噌煮込みうどんと豪華な朝 

食にありつく。朝からおなかいっぱいに。（あとから、これも１つ 

の戦術であることを聴かされ、少し驚く。）パッキングの出発準備 

をしていると、夜が明ける前に涸沢から次々とⅤ・Ⅵのコルを目 

指して上がってくるではないか！ざっとみても５パーティ前後か。 

競争である。挨拶はするものの、とにかく早く北尾根を登ろうと 

いう、先頭争いに突入。我が先へと必死である想いが伝わってくる。 

平野さんの勢いに押されて、澤田さんと私も急ぐ。なんとかⅤ・Ⅵ 

のコルをトップで出発。途中、先を越されることもあったが、徐々 

に差が開くき、トップを不動のものとする。でも、Ⅳ峰からⅢ・Ⅳ 

のコルへ下ると、涸沢から直接Ⅲ・Ⅳのコルを目指した先行パーテ 

ィがいて、北尾根核心のⅢ峰に２番手で登攀することになる。Ⅲ・ 

Ⅳのコルでザイルをだし、登攀準備。リードは私が志願した。先行 

パーティーのセカンドがテラスから上がっていく。いよいよ私たち 

の登攀が始まる。初めてのリードで緊張してきた。おそらく平野さ 

ん、澤田さんもそれぞれの立場で緊張してきたと思う。「行きます！」 

の声を掛け、先行パーティーの登攀ルートを参考に登攀開始。先行 

パーティーのビレイヤーが、ちらっと見えたが、最後の登りでルー 

トに迷う。右のカンテか、左の凹角か。左を登れると判断し、その 

まま左を突き進む。手掛かりが少なく、残置ピトンをホールド代わ 

りにＡ０人口登攀。１ピッチ目の小ピナクルに着いたが、先行パー 

ティーのセカンドに、右の方が楽だったのにと言われ、下の二人に 

難しい方を選択してしまったことを伝えるべきか迷いだす。「しまっ 

た、左の凹角ルートにプロテクションを２ヶ所もセットしてしまっ 

た。」 しかし、二人のクライミングレベルは私よりもはるかにある 

ので、二人の実力に任せることに。「ザイルＵＰ」、「ザイル一杯」、 

「登ってください」、「赤行きます」、「緑行きます」声掛けが終わる 

と、また緊張感が高まる。しばらくすると、澤田さんと平野さんの 

姿が見える、私が迷った地点に差し掛かった。右の方が行けるんじ 

ゃないと、澤田さんが言ったと思う。でも、プロテクションは左の 

凹角にあるので、どう外すのか心配したが、あっさりと外した。ザ 

イルを右に回して無事到着。緑ロープは最後の高いところにプロテ 

クションをセットしたので、外せない。でもそこは平野さんの実力。 

途中でトラバースしプクションを外してもらった。その先は、さら 

Ⅵ峰にて 

 

北尾根Ⅴ峰登りの御来光 

 

Ⅲ・Ⅳのコルへの下り 

 

北尾根Ⅳ峰からみたⅢ峰 
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に２ピッチあったものの、１ピッチ目ほど難しくなかった。 

結果的に、この１ピッチ目がⅢ峰の核心であることがわかった。３ 

ピッチあったが、50mザイルであれば２ピッチでいけると思う。 

その先は、コンテでⅡ峰までいく。Ⅱ峰の下りで 15ｍの懸垂下降を 

終え、本峰・前穂山頂に到着。３大岩稜の１つである念願の前穂北 

尾根を、重いザックを背負って登山靴で登攀。ここまでよく登って 

来れたなぁ～と、３人で達成感を分かち合った。 

岳沢へ下り、ちば山の大型テント下に、我々のテントを設営し、岳 

沢ヒュッテに駆け込む。皆が笑顔で出迎えてくれ、久しぶりにちば 

山のメンバーに再開した気分。ん～、皆さん既に出来上がっている 

ようで、我々も中ジョッキを注文し、乾杯！あっという間に３杯飲 

んでしまう。無事、下山できた喜びと達成感に、ビールが美味しく 

て、会話が弾む。とても幸せなひと時。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10／8  すでに渋滞の梓川沿いを進む。青い空に明神岳の岩峰が 

映える。明神岳チームのルートを我がリーダーに教えてもらいな 

がら、新村橋を渡り、パノラマコースへと進む。樹林帯を抜け中 

畠新道と別れ、屏風のコルに立つ。奥穂高岳、北穂高岳から大キ 

レット、槍ヶ岳、眼下に涸沢と素晴らしい景色が飛び込んでくる。 

まさしくパノラマコースです。このコースは、北斜面で、凍り付 

いている場所も多く、足元に注意しながらどんどん下る。振り返 

り屏風の頭、耳がはっきり見えて来ると涸沢はもう直ぐそこ！ナ 

ナカマドの紅葉は、冴ないがテントが素晴らしく綺麗に彩ってい 

る。そこへ、本谷からありの行列のように人の波が押し寄せ不思 

議な美しさだ！涸沢ヒュッテは、人で溢れている。ようやくテン 

トを張り終える頃は、体は冷えてしまい泡のものは欲しくないら 

しい。もっとも、ビールやおでんを購入するのに 30分はかかりそ 

うだったので並ぶのはあきらめた。ゆっくりくつろぎ、お休み前 

のトイレの行列は、一歩一歩進みじっと待つこと 30分！明日が十 

三夜の冷たく輝く月と宝石を散りばめたような星空のもと、テン 

パノラマコース～涸沢～奥穂高岳～ジャンダルム～天狗沢～岳沢 
（45 周年記念集中山行） 

 ※山行月日・・・・・10月 8日～10月 10日 

※参加者・・・・・・・高梨ＣＬ・石橋・吉川 

※行程……10／8 上高地（6：55）～屏風のコル（12：05）～涸沢（14：10） テント泊 

10／9 晴涸沢（6:20）～奥穂高岳（10:45）～ジャンダルム（12:15）～岳沢小屋（16:00） 

新村橋 

前穂山頂 

 

岳沢ヒュッテにて 
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トの明かりはどことなく暖かい。 

10/9 5時 20分、トイレの行列に加わる。女性 40分、男性 1時間。 

この間、涸沢カール上の稜線は朝日を受け、黄金色に輝き、刻々と変 

化していくショーは神々しく美しかった。ザイテングラートは、すで 

に行列。ここも行列！一、二箇所の鎖場や梯子で益々詰まる。こんな 

時、黙って待ってエネルギーを消耗します。 

穂高山荘からの登りで、またもや行列！風が冷たく、寒さに震えたが、 

梯子を過ぎれば、どんどん登れた。北アルプス最高峰の山頂は、素晴 

らしいパノラマ！富士山から南アルプス、白山、北アルプスの山々が 

勢揃い。これから進むジャンダルムも迎えてくれている。休憩もそこ 

そこにナイフエッジの馬の背を下っていく。緊張で恐怖をあまり感じ 

なかったが、岩峰にへばりつく小さな人影を見て恐ろしさを感じた。 

ロバの耳を巻いてジャンダルムは、ちょっともたついて直登する。ジ 

ャンダルムから天狗のコルまで、鋭鋒がまだまだ続いています。トラ 

バースしたり、岩を乗り越え、急峻なルンゼの底の下降で天狗のコル 

に降り立った。ここで、空腹である事に気付き、エネルギーの補給を 

する。天狗沢のガレ場は、一歩足を踏み込むとガラガラと崩れると言 

うか流される。そして、見上げる天狗岩に威圧感を感じる。天狗沢は、 

畳岩と天狗岩の岩が崩れ大きなガレ沢だ！眼下に上高地の見える岳沢 

でそれぞれのグループと合流し、カマテンで、ちば山の会 45周年記 

念集中山行に乾杯！ 

隊長をはじめ荷揚げしてくださったお仲間に感謝します。三日間晴天 

に恵まれたのも神様のご加護でしょうか！皆さん素晴らしい山行あり 

がとうございました。最後に、上高地で、白井さんのご家族と合流し 

てから解散した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

遥か、槍ヶ岳が 

屏風のコルにて 

アルペングリューエン 

ジャンを下る 

馬の背の石橋さん 涸沢 テント村の朝 

ジャンダルム山頂 天狗岩を見上げる 
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天狗沢より天狗岩 

奥穂よりジャンダルムを眺める 

出発前の岳沢ヒュッテにて 

 

 

 

 

 

 

 

入山 2日目、昨日の荷揚げで多少疲れた体ではあるが、これから 

始まるバリルートに近い難縦走の緊張感で気持ちの良い朝である。 

天気は快晴、紅葉は今一であるが風もなく絶好の縦走日和となっ 

た。ヘルメットと簡易ハーネスを含め、十分な水と行動食を確認 

し、岳沢小屋（2170ｍ）を 16：10に出発。ところどころにペンキ 

マークはあるものの、何処を登ってもいいような広いガレた沢を 

登っていく。岩、石は大小あり、その角度、向きに注意して足を 

運ぶが、浮いている石もあり注意が必要だ。1時間に 1回くらい 

の休憩をはさみながらもゆっくり登る。 

だんだんと小屋は小さくなり天狗のコル側へ緩やかに右に回って 

いく。最後は、かなりの急斜面で、後続の人へ落石をしないよう 

注意しながら登る。南東側の暖かな岳沢を登りつめ、天狗のコル 

（2910ｍ）で一休み。北東（飛騨）側にある西穂―奥穂稜線コー 

スは、日陰になり風もあり一気に寒そうだ。ここからは、ストッ 

クをしまってヘルメットを被り、カラビナとシュリンゲと簡易ハ 

ーネスを確認して、一般道としては日本有数の岩稜尾根歩きの始 

まりである。一昨日降ったといわれる雪が少し残っている所もあ 

り、注意深く歩く。畳岩尾根を超え、コブ尾根の頭まで来ると憧 

れのジャンダルムが見えてくる。 

とにかくどこまでも岩、岩、岩で、足場が悪い所もあり緊張が抜 

けない。ジャンは、天狗側からの上り口があり比較的容易にピー 

ク（3163ｍ）に立てた。360度のパノラマの大展望に大感激。頂上 

には、先客がコンロを使ってお茶をのんでいたが、われわれは、 

記念撮影の後、先を急いだ。ジャンの下りに雪が残って多少危険 

なため、リーダーがザイル確保してくれた。続いて本日の核心場 

所、ナイフリッジの＜馬の背＞に入る。今回は上りだが、奥穂側 

からの下りは超怖いだろう。とがった十数センチ幅の岩のトップ 

エッジの両サイドは殆ど絶壁に切れ落ちており、一歩よろけただ 

けで滑落―転落お陀仏だ。岩が乾いて手がかりがあったのと、皆 

と一緒だったためか不思議と恐怖心はあまりなかったが、後から 

写真を見て思うと怖い所であり、ましてやちょっと小雨模様になっ 

たり、霧や風が出ただけでも通過は困難になるかもしれない場所 

だ。奥穂からの下降者が不慣れで 15 分くらい待つ事に。ここをよ 

じ登り超えると奥穂のピークはすぐそこだ。奥穂高岳（3190ｍ） 

岳沢～天狗のコル～奥穂高岳～紀美子平～岳沢（45周年記念集中山行） 

 
※山行月日・・10月 9日 

※参加者・・・田中ＣＬ・山内・武井・村尾 

※行 程・・・岳沢（6：10）～天狗のコル（9：00）～ジャンダルム（11：05）～奥穂高（13：10）

～吊尾根～紀美子平（15:00）～重太郎新道～岳沢テント場（16:50） 
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ジャンダルムのクライム 

ジャンダルム登頂 

奥穂岳山頂にて 

は、奥穂山荘からの登山客もいて、頂上の狭いスペースは人、人 

でごった返し。でも我々のグループ記念写真はしっかり撮れた。 

しばし端正に見える奥穂側からのジャンの雄姿を振り返り眺めて 

から、前穂方面へ吊尾根を進む。ここは、これまでより登山客の 

多い一般道であるが、長い鎖場の多数ある急な下りに気が抜けな 

い。最低のコルを登りかえして紀美子平（2920ｍ）へ。天狗のコ 

ルから不慣れな難関岩稜歩きで、多少時間オーバー気味。すでに 

6時間を経過し 15時になっていた。疲労も溜まってきており、 

岳沢には遅くとも 17時には着きたいため、前穂ピークはパスし 

て重太郎新道を下る事にした。 

この道が曲者で、長い鎖場やハシゴ、さらに一段で 50cm 以上の 

大きな段差の岩や階段が多数ありので、疲れた膝にこたえる。 

途中（岳沢パノラマあたりか）、「まだあと 500ｍも下るのか」と 

嫌気とため息も出たが、皆で声かけあい気合を入れながら最後ま 

で緊張を抜かずひたすら下山。（前穂ピークパスは正解であった） 

ようやく着いた岳沢では、赤ら顔の仲間に歓迎されてのゴール。 

軽いザックとはいえ休憩も入れて 11時間弱という、私にとって 

は大縦走であった。疲労感はあったが、やり遂げた達成感に浸り 

ながらチームでハイタッチ！！ 

そしてビールでの大乾杯となった。山の神様、家の神様そして 

田中 CLを始め一緒に岩稜縦走を楽しんだメンバーに感謝、感謝 

です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10/9  前日に入山した田中さんからの連絡で沢渡駐車場が満杯のこと。早朝 5時の出発を早めて深夜

24時に出発することにしました。それでも沢渡の駐車場は深夜から大渋滞。仮眠しながら駐車場が開く

のを待ち、何とか落ち着くことが出来ました。今日は十分時間があるので、遅めの 7時に沢渡から乗合

タクシーで上高地へ。上高地は朝から大変に人が多く、さすが紅葉シーズン。上高地から岳沢へは河童

橋を通り桂川沿いに進みます。自然探勝路では旅行会社のツアーのおばちゃまたちと一緒に進む。天気

は快晴で、澄んだ空気に山の美しさや川の清らかさで凛とします。岳沢への登りはあまり人が多くな 

上高地～岳沢往復 
岳沢～前穂高～奥穂高岳～涸沢～上高地     （45周年記念集中山行） 
 
※山行月日・・・・・10月 9日～11日 

※参加者・・・・・・・倉本ＣＬ・舟山・古関 （倉本・舟山は上高地～岳沢往復） 

※行程……10／10 岳沢（6：30）～重太郎新道～前穂高（9：30）～奥穂高（13：30）～涸沢（1600） 

10／11 涸沢（7:00）～横尾～徳沢～上高地（12：00） 
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く、静かな山行となりました。期待していた紅葉ですが、高度を上げ 

てもダケカンバとタカネナナカマドは色づきというよりも茶色に枯れ 

ている状態になっていました。涸沢側と違い岳沢側はきれいに紅葉し 

ないのかな？と思いながら登りました。岳沢に到着して、早速、山の 

会のテントを発見。なるべく近くに岩組のためのテント場を４ヶ所確 

保。しばらくすると富樫班の上茂さんが早めに下りてきて合流。岳沢 

小屋のデッキで昼前から宴会が始まりました。晴天の下、生ビールが 

大変おいしい。後に平野班（平野さん、澤田さん、樋口さん）と富樫班（富樫さん、熊倉さん）も下り 

てきて宴会に合流。何の話をしていたのか忘れてしまうぐらい楽しくすごしました。みなさん生ビール 

ジョッキ 3杯飲んだのではないでしょうか。夕方にテント場に戻り、皆さんが下りてくるのを待ちなが 

ら、夕ご飯の準備を始めたのでした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10/10 昨日はテントにもぐりこんだ記憶があまりないくらいに、 

すっかり酔っ払いぐっすり寝込んでしまいました。寝袋をかけた 

だけの状態で目覚め。暖かい夜で良かった。皆さんの作ったラー 

メンを朝食に頂き、皆さんが下山する中、上を目指します。ここ 

から単独行の始まりとなります。今年は電力不足の影響で輪番休 

日となり、みなさんと休みを合わせることが出来ず、今日からが 

本当の休日となります。（出来ればみなさんとジャンダルムに行 

きたかった。）重太郎新道をどんどん登り、紀美子平に到着。荷物 

をデポして、前穂高岳へ。山頂では 360度の展望です。ほぼ日本 

アルプスと主要な山々がすべて望めます。行ったことがある尾根 

が増えてゆき楽しい。また北尾根や明神岳など岩組のルートをみ 

て感動。自分もいつかは行くのだろうか。山頂では 1時間程度ゆ 

岳沢はすでにフィーバー状態！！ 
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っくりした後、吊尾根を進み奥穂高岳に到着。穂高岳山荘からザ 

イテングラードを下り涸沢へ。多くの木々は葉を枯らし、紅葉し 

ているは涸沢小屋の近くの一部分だけの状態。雪が降ったためな 

のでしょう。昨年 10/4-6で涸沢に２泊しましたが、昨年のすばら 

しい紅葉と比較すると全然の状態。涸沢のテン場は、平日のため 

か前日聞いた混雑はなく、余裕な状況。後で聞くと前日は 1,050 

張のテントが出たとのこと。すごい状況だったのでしょう。紅葉 

より色鮮やかだったのでは。1 日ずらしてよかった。夕食は名物 

のおでんをゲットしておかずにしました。 

 

10／11 朝焼けと紅葉を見ようと起きましたが、昨年と比べて 

全然美しくない。それでも写真を何枚か撮り下山に入る。道なが 

ら地図で岩組のルートを確認して、山を見上げていました。あの 

ようなところを平然と登っているのは、やはりすごい。徳沢まで 

はソフトクリームを目標に下り、徳沢からはおふろを目標に進む。 

上高地ではアルプスホテルで温泉に入り食事を頂いて、高速バス 

で新宿に向かいました。渋滞もなく予定より早く 18:30に新宿到 

着。集中山行はちば山の会の皆さんと親睦ができ、大変たのしい 

山行となりました。総リーダーの田中さんと会のメンバーに感謝。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8日朝、バスで上高地に着き、計画書を登山届箱に入れながらも、 

会への入山連絡を忘れてしまい、岳沢で合流したとたんに大目玉 

をいただくことになった。 

10／8 上高地―明神―徳沢は案の定のぞろぞろ歩きで早くも遅 

くも歩けない。徳沢園を過ぎ新村橋を渡ると急に人が少なくなり、 

用意の地図をみながら、今どこ、今ここと確かめながら歩き続け 

る。ナイロンザイル事件の碑を写真に収め、さらに歩き続けると 

奥又白池～前穂高～岳沢    （45周年記念集中山行） 

本当なら、こんな紅葉が・・ 

※山行月日・・・・・10月 7日～10日 

※参加者・・・・・・・井上ＣＬ・杉山      

※行程……10／7 沢渡上駐車場（0：30）車中泊 

10／8 上高地（8:00）～新村橋（10：30）～パノラマ分岐～中畠新道～奥又白池（15：30） 

10／9 奥又白池（6：00）～Ａ沢～前穂高（10：30）～紀美子平（11：45）～岳沢（15：30） 

10／10 岳沢（6：30）～上高地（9：00） 

奥又白池にて 

前穂岳山頂にて 

今年は寂しい涸沢の紅葉 
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パノラマコースとの分岐に出た。杉山さんは、ここで水を汲める 

ことを知っていたので、早々と汲み終わり、私も習って 2Ｌを汲 

んだ。目の前に HP.で見た通りの松高ルンゼと中畠新道が見えた。 

「あの中を入って行くのよ」、と確認し合い急斜面を歩き始めた。 

踏み跡は判別でき、地図とコンパスで確かめながら方角を間違え 

ないように、上を目指した。覚悟の急斜面も根や枝につかまり、 

やっとの思いで高度を上げていく。2300ｍを過ぎると、見通しも 

良くなり、あの上が奥又白池と稜線に想いを馳せる。杉山さんは 

ここまでくればもう大丈夫と思ってか、先に乗越してテン場をみ 

つけておいてくれた。テント設営後もまだ明るく杉山さんのけん 

ちん汁などをいただき、その後、スケッチするからと場所を移し 

て良いところで、描き始めた。晴れた日の暮れかけた夕日の中で、 

杉山さんは前穂の前衛と奥又白池の静かで雄大な景色の点景とな 

り１幅の絵のようであった。日が落ちても中々暗くならず、1周 

100ｍ程の池を 2周りして、テントに入った。夜更けて気温 5度以 

下となり耐寒体験でふるえながら朝を待った。 

10／9 朝、テントを撤収しながら、来た道を下るか、ここに来 

て他の登山者達から聞いて分かったＡ沢を登るかで話し合い、他 

の登山者と装備がそう変わらないのと、だんだん明るくなり、Ａ 

沢が良く見えてきてそこまでのアプローチも他の登山者について 

いけそうだし、とても登れそうもなければ、もどって中畠新道を 

下ることを確認して、Ａ沢に向かって歩き出した。急斜面でザレ 

場ながらも見晴らしはよくダブルストックでどうにか登れる。 

落石を気にしながら気を付けて進んだ。急斜面で息を整えながら 

登った。 

Ａ沢を登るとすっかり景色は変わり、明神岳、吊尾根、前穂高が 

よくみえる。ここからの道はわかるからと、杉山さんは一層勇ま 

しく歩き出した。用意した一万分の 1 の地図をよく見ても岩稜帯 

では道の判別ができなかった。しばらく登ると前穂高の肩辺りの 

岳沢へ行く道標に着いた。杉山さんは前の週に登っていたが、私 

は 3 年ぶりで、天気も良く時間もあったので、頂上まで行きたい 

と希望した。Ａ沢を登った後で、決して楽ではなかったが、前穂 

頂上で三角点タッチして写真を撮りながら 1周した。11時下山開 

始して、紀美子平で一休みして重太郎新道を岳沢まで下った。 

 

 

 

 

 

 

 

前穂岳山頂にて 

奥又白池二景 
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第 ２ 章 

山の事故報告から学ぶ 

ちば山は創設以来、山での死亡事故が

ない。しかしながら、ヘリで救助された重

大事故や、自力で下山できる軽度の転

倒事故は数度ある。 

第 2章では、この 5年間の事故報告を取

り上げ、事故の要因を理解することによ

り、再発事故防止の一助としたい。 
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2007 年度、事故一報 

１．軽度事故 

【日  時】10月 6日 ／【年齢・性別】59歳・男 

【山  名】栗駒山・産女川 ／【山行形態】沢登り 

【事故原因】転倒 ／ 【傷病名】右足小指骨折 

【事故の状況】 

遡行中に転倒。その際、右足小指側部を岩にぶつけ骨折 

 

２．重大事故 

【日  時】10月９日 ／【年齢・性別】53歳・男 

【山  名】前穂高岳・東壁 ／【山行形態】岩登り 

【事故原因】荒天 ／ 【傷病名】胃の潰瘍出血・低体温症・脱水症 

【事故の状況】 

東壁Aフェース登攀中、荒天（雨）により 2日間ビバーク。雨天の中、登攀したこと 

により体が濡れ、体を乾かさずにそのまま放置したため低体温症になった。また雨 

水も飲んだが、水場がなかったため脱水症状も併発。前穂頂上に抜けたところ 

で、ヘリにて病院へ搬送。 

 

【事故報告】 

前穂高岳東壁 行動概要  

横山一隆・記 

１０月５日 千葉出発 沢渡仮眠 

１０月６日 タクシーで上高地へ ビジターセンター７時３０分発 曇り晴れ 

奥又白池１３時３０分着 １８時就寝 

１０月７日 奥又白池４時起床６時発 快晴 

奥又尾根をたどり、高度を上げたところから本谷に下りる。雪渓は凍結しているので、アイゼン装着に

て横断。Ⅳ峰側を目指しＣ沢を辿るが上部壁からの落石が来るので、どうしてもルンゼ中心から外れ

て登るようになる。結果、Ⅳ峰正面の取り付きの方へ行きやすくなるので修正しながら登る。 

ルンゼ内に雪渓は全く無く、Ｃ沢左岸をたどる。小さな脆い壁に頻繁にぶつかり、上ったり降りたり、４人

のメンバーでザイルの出し入れも重なり、どんどん時間を浪費する。Ｃ沢上部からＢ沢に入るが、ルン

ゼの床を見ると落石の着弾痕が無数にあり、のんびり登る気はしない。幸いこの場所では落石には遭

遇しなかった。Ｂ沢を詰めて北壁の取り付きに着いたのが１４時。日没まで３時間しかない。下降も考え

たが、あの脆く落石の多いルートを、暗い中、降りるのはあまりに危険なので、ビバーク覚悟でとにかく

登ることにした。 

２ピッチ登って大テラス、さらにもう一段登って４人が座れるレッジを見つけ、１７時ビバーク準備に入る。

できれば北壁の終了点のテラスがビバークをするには最適なので、そこまで行ければと考えたが、夜

間登攣になる可能性があるので断念した。 
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ハーネスをつけたままビレイを確実にして、ツェルトをかぶった。１日で抜ける予定だったので、水が全

員で１．５リットルしかない。行動食少々、お湯を沸かし、１口ずつ飲んだ。横尾の灯が足元に見える。

言葉は少ない。夜半に雨になった。 

 

１０月８日  

深夜から雨はかなり強くなり、コッフェルを出して水を採取、0.5 リットルほど確保した。明るくなって行動 

開始。雨は降りやまず、ザイルも流れが悪く、かなり重い。意思の伝達も、雨の音に打ち消されて、ほと

んど聞こえない。うかつに確保を解除したりすると危険なので、確認に時間を費やす。 

Ａフェース取り付き１４時。予想以上に時間がかかってしまった。左ルートにトライするが、悪いところに 

ぶつかって登れず、ロワーダウン。ここでかなり消耗してしまった。ルートを右に変え、ここから高梨がリ

ード。２ピッチ登ったあたりで、暗くなってきた。最後の岩元が上がってきた時は、真っ暗になっていた。 

再度ビバーク決定。携帯電話が通じたので、広木さんに１日遅れる旨、連絡できた。今度は全員並べ 

るレッジは無く、岩元１人離れて小さなレッジでビバーク。３人の場所も、ザックを置いて座るのがやっと。

足はブラブラの状態なので疲れる。安全だけは確保してツェルトをかぶる。１日中降り続いた雨の登攣

で体は皆、濡れてしまった。靴の中も水がたまっている。濡れて重くなったツェルトを、ヘルメットで支え

ているので、首が痛くなる。気温が低くなってくるが、せめて氷点下にならないよう願った。雨がやむ気

配はない。水なしメシなし、明るくなるまであと１２時間だ。 

 

１０月９日  

相変わらず雨だが、夜明けを待って行動開始。なぜか立つのもやっとで、自分の体が変調をきたして

いると、この頃自覚した。 

ここから最後の１ピッチ、今度は岩元にリードしてもらう。壁はほぼ垂直だ。自分はとても登れる状態で 

はないので、ザイルをＦＩＸしてもらい、ハーネスにジャミングプーリーを取り付け、ロープマンを使って２ 

分の１自己吊り上げを行い、時間を掛けて終了点まで上がった。そこから前穂の山頂まで２～３０Ｍだ 

が、立つことができないので、這って移動した。意地を張る余裕は無く、ここでギブアップ。ヘリを呼ん

でもらった。幸いに空が開け、風も弱まり、ヘリは安全にアプローチできる。 

長野防災の「アルプス」号が来てくれて、１３時３０分ごろに、ホイストピックアップされた。約１０分で松本 

の相沢病院の、ヘリポートに着陸。ストレッチャーの上で、コップ２杯ほど吐血した。５分ほどで救急救

命室のベッドに寝かされていた。症状は胃の潰瘍出血と、低体温症、脱水症状、など。 

１１日まで入院加療し、帰宅した。 

 

【反省点】 

体調管理の甘さ。余計な先入観。クライミングシステムの複雑化に対するトレーニング不足。 

私は過去２回このルートを登っているがいずれも７～８月で雪も程よく残ってアプローチも容易、２人で 

駆け上がるように登ったイメージがあった。そのため４人でも、何とかなると考えてしまった。いらぬ先入

観だった。雪渓の全くないこの時期、このルートに関しては、まさにアプローチが核心部であるといえる。

さらに地震のせいか、脆いところが広範囲になっていて、非常に気を遣い、偵察ばかりでスピードが上

がらない。Ｂ沢上部からの、落石も脅威である。 
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雨になってからの登攣は、複雑なシステムを、さらに煩わしくした。リードがザイルを２本引いて、その下 

に２人、その又片方に１人を繋げる、１－２－１を採ったが、ギアの補給やコミュニケーションなど、課題 

を多く残した。やはり事前にゲレンデで、練習しておくべきだった。 

壁の中でのビバークを考慮しておけば、ゴアのツェルトとか、壁で使えるコッフェルなど用意して、楽し

く過ごせば、消耗せずに済んだかもしれない。装備の選択も変えて、臨んだであろうと思う。 

今回のメンバーが、私を除いて体調も崩さず、非常にタフだったのが救いだった。頂上に着いた後も、 

テントを張って私を守ってくれ、とてもありがたかった。リーダーがヘリで先に下りるなど、こんな間抜け 

な話は無いが、多くの教訓を残してくれた。 

今後安全登山のために生かしていきたいと考えています。 

 

2008 年度、ちば山事故一報 

１．中度事故 

【日  時】１月 12日 ／【年齢・性別】55歳・男 

【山  名】八ヶ岳・天女山 ／【山行形態】無雪期登山 

【事故原因】転落 ／ 【傷病名】右足の捻挫 

【事故の状況】 

権現岳登山を終えて、天女山登山口へ下山途中、夏季駐車場手前の手摺の 

ない階段を下りる際に、脇見をしていて駐車場に転落した。高さ 1.5ｍ 

 

２．軽度事故 

【日  時】２月 22日 ／【年齢・性別】42歳・男 

【山  名】八ヶ岳・赤岳、阿弥陀岳 ／【山行形態】無雪期登山 

【事故原因】転倒 ／ 【傷病名】左足関節骨折 

【事故の状況】 

ピーク登頂を終え、御小屋尾根を下降した。途中よりアイゼンを外して下 

ったが、1800ｍ付近で氷の上を踏み、転倒した。 

 

2009 年度、ちば山事故一報 

１．軽度事故 

【日  時】5月 4日 ／【年齢・性別】60歳・男 

【山  名】奥秩父・ヌク沢左俣 ／【山行形態】沢登り 

【事故原因】転倒 ／ 【傷病名】右膝蓋骨骨折 

【事故の状況】 

やや傾斜のあるナメ床で滑り、転倒して膝を打った。単なる打撲と判断し、 
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遡行を継続。戸渡尾根を下山中に痛み出したが、何とか下山した。翌日、 

医療機関で右膝蓋骨骨折と判明。 

 

２．軽度事故 

【日  時】5月 23日 ／【年齢・性別】17歳・男 

【山  名】三つ峠・屏風岩 ／【山行形態】岩トレーニング 

【事故原因】転滑落 ／ 【傷病名】捻挫 

【事故の状況】 

下部岩壁の一般ルートをトップロープで登攀中に滑落。左側に振られて、 

左足を岩場に打ち付けた。 

 

 

2010 年度、ちば山事故一報 

１．重大事故 

【日  時】4月 4日 ／【年齢・性別】59歳・女 

【山  名】谷川連峰・平標山 ／【山行形態】残雪期登山 

【事故原因】滑落 ／ 【傷病名】左足首脛骨、腓骨骨折 

【事故の状況】 

   平標山の家下方 100ｍの斜度約 27度の南西斜面において、尻もち状態で雪 

面を滑り始め、約 15ｍ滑って前方の樹木に追突し停止。左足首を痛め、立ち 

上がりや歩行も不可能になった。４人で確保しながら竹下さんを下ろし始めたが、 

５０ｍ程行ったところでそれ以上は無理と判断し、新潟県警のヘリコプターを呼ん 

で救助してもらった。 

 

事 故 報 告                         鶴田秀雄・記 

【事故発生前後の詳細な状況】 

１．事故発生場所までの参考状況 

 元橋登山口から林道経由でヤカイ沢左岸の尾根に取りつく。このときアイゼン装着。稜線

に出て２０分ほどで平標山山頂到着。快晴だが風が強いので、下山は当初予定の松手山経由

コースはやめて、平票山の家経由夏道沿いのコースに変更する。平標山の家の陰で昼食休憩

後、南西斜面を下り始める。 

２．事故発生とその直後の措置 

 歩き始めてしばらくして、石橋さんがアイゼンを外し始めた。足を滑らせて膝をついてし

まい注意しながら歩いていたが、アイゼンがないほうが歩きやすい雪質と判断したからだそ

うだ。澤田さんも最初から雪団子で歩きにくいと感じ、アイゼンを外そうとしていた。 

ふと前方を見ると鶴田の左手を下っていた竹下さんが尻もち状態でゆっくり斜面を滑って行
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く。15 ｍくらい滑ったであろうか、樹木に当たって停止した。大丈夫？と声を掛けると大丈

夫じゃないとの返事。駆けつけてみると左足の足首辺りが言うことを聞かないとのこと。痛

みは感じないが捻ると痛いとのこと。日暮れまでは時間があり、なんとか皆で竹下さんを下

ろそうということで、ピッケルを添木代わりにして足首を固定し、シュリンゲ、細引き、カ

ラビナで仰向けにした竹下さんを４人で確保しながら雪面を下ろし始める。しかし、50 ｍも

下したところで最後までは無理と判断し中止した。 

（現場の標高約 1550ｍ、出発点の駐車場標高約 1000ｍ） 

（１）事故発生時の各メンバーの装備使用状況 

 竹下：アイゼン＋ダブルストック（ピッケルはザイルに装着） 

 加藤：アイゼン＋ピッケル 

 澤田：アイゼン＋ダブルストック（ピッケルはザックに装着）アイゼンはすぐに外した 

 石橋：アイゼン＋シングルストック（ピッケルはザイルに装着）アイゼンはすぐに外した。 

鶴田：アイゼン＋ピッケル 

なお、アイゼンは全員雪付着防止板あり。 

（２）事故発生時の全員の位置関係（推定） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．ヘリコプター要請から救助まで 

ヘリコプター救助を要請することにして、携帯により１１０番に通報した。但し竹下さんの

携帯（ａｕ）のみ使え、他の４人の携帯（ｄｏｃｏｍｏ）は圏外で使えなかった。合わせて

雪面をフラットにして体勢を安定させ竹下さんの保温を確保した。新潟県警本部に電話が通

じ南魚沼警察署に連絡を取るよう指示を受けた。南魚沼警察署に電話を入れると、今日はヘ

リが多忙で何時と確約はできないがヘリの手配に入るとの返事をもらった。最初のヘリが飛

来したのは通報後３０分くらいだろうか、我々をすぐに確認してくれたようで２度接近を試

みてくれたが上空までは近づいて来ず遠ざかって行った。上空の風が強く近づけないとの電

樹木● 

滑り方向 

（○竹下） 

最大傾斜線 

進行方向 

○鶴田 ○加藤 

○石橋 

○澤田 
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－ 

話が入る。我々のいる場所は風も穏やかであり、あらためて地上との差を認識する。 

 燃料を少なくして（機体を軽くして）再接近を試みるとの連絡を受けた。が２度目の飛来

も不成功。負傷者を平標山の家まで上げることはできないかと言われたが、それは無理だと

回答。食料や装備の状況を尋ねられた。最悪の事態を想定してスコップで竪穴方式の雪洞を

掘り、竹下さんを雪洞内に入れた。20分後に再度接近を試みるとの電話が入った。機体が近

づき祈るような気持ちで見守る中、ロープが下され救助隊員が 15 ｍ程下の斜面に着地。竹

下さんをつり上げヘリ内に収容。 

 

４．下山再開  竹下さんを引き取り自宅送り届け 

 荷物を整理して下山を再開。夏道に合流して駐車場に５時ごろ着いた。入下山連絡者の広

木（国）さんに下山連絡と事故連絡を入れた。収容先病院の竹下さんから、足首の骨（脛骨、

腓骨）が折れていて手術を要すること、応急処置が終わったことの連絡も受けた。苗場の宿

泊場所に戻り荷物を整理しすぐに収容先の六日町病院に向かう。竹下さんを車に乗せ千葉の

自宅に送り届けた。 

 

【事故の原因】 

【状況に応じたリーダーからの具体的な指示・注意がなされなかった】 

事故者が滑り始めたのはアイゼンへの雪付着と想定され、また樹木に当たるまで止めること

ができなかったのは、手にピッケルがなかったことも一因である。（ピッケルを持っていたか

らと言って確実に止めることができたとは言えないが、止められた可能性はある。） 

このような事態に至らしめたのは、ザク雪の斜面を下り始めるにあたって、想定される危険

と装備の使い方を含めた対応策についての指示がリーダーからなされなかったからである。 

すなわち、 

・雪付着防止板があってもこの雪は付着が避けられない。 

・付着した雪を落とすにはピッケルでたたき落とすのが有効であり、万が一滑ったときは体

を反転しピッケルや手を使うなどあらゆる手段を使って止めようと試みる。の２点を徹底す 

べきであった。これによって全員がピッケルを持ち、滑落した場合は何としても止めるとい 

う気持ちを作ることができたと思う。 

また、アイゼンでは歩きにくいと感じてアイゼンを外した石橋さんと澤田さんによれば、 

そのあとかかとに重心をかけて歩くと足が完全に雪にもぐり安定して歩きやすかったとのこ 

とである。今回のようなザク雪の場合はこの方法も有効である。 

 

【事故後の処置行動等に関して反省すべき点】 

●歩行ができない足の怪我の場合は、無理してパーティ自力で降ろそうとせず、すぐヘリ 

を呼ぶべきであった。 

●入山地域における携帯電話の機種による通話性はよく調べておく必要がある。 

●携帯の電池のスペアーは持参した方がよい。 
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２．重大事故 

【日  時】4月 26日 【年齢・性別】5 ? 歳・女 

【山  名】北アルプス・西穂高～ピラミッドピーク手前 

【山行形態】残雪期登山 

【事故原因】滑落  

【傷病名】左足首剥離骨折・右膝裂傷・左額部内出血斑 

【事故の状況】 

   ピラミドピーク手前で岩を岐阜側（北面）に回り込んだ日陰の２ｍ程の雪面（アイ 

スバーン）を通過中、小鍋谷に滑落。滑落停止ができるような状態ではなかったが、 

200ｍほど下で停止し、奇跡的に助かった。 

 

西穂高滑落事故報告                       土屋康広・記 

【事故概要】 

４月 26日の山行予定では西穂高から奥穂高であったが、寒波が続き雪が多く、雪面が硬く春

山というより冬山に近い状態であった。トレースもなく、危険と思われたので、行程を西穂

高小屋下山に変更した。間ノ岳から西穂高までの間をザイル使用、西穂高山頂は登山者がい

て、中にはピッケル無の者もいて、トレースも十分ついていた。 

8：10 西穂高から独標までの間を危険と思われるところだけ、ザイル使用予定で肩掛けして、

ノーザイルで独標に向かって下山した。雪面は硬くしまっており、アイゼンの歯が効いてし

っかりしていた。 

8：30 ピラミドピーク手前で岩を岐阜側（北面）に回り込んだ日陰の雪面（アイスバーン）

が２ｍほどあり、トラバースで渡るルートであった。アイゼンとピッケルを使用し、４歩程

度で安全なところに出られるので、ザイルの使用も考えたが距離が短く、アイゼンとピッケ

ルを落ち着いて使用すれば問題ないと考え、ザイルは使用しなかった。 

土屋の後を小俣氏が通過中、小俣氏の叫び声が聞こえ、振り向くと雪の斜面を滑落する小俣

氏が見えた。滑落停止ができるような状態ではなく、どこで止まるか判断できなかったが、

200ｍほど下で停止し、ぼんやりとだが動いている小俣氏が確認でき、急いでその場に向かっ

た。近づくにつれ、立ち上がって「大丈夫」という声が聞かれ、奇跡的に助かったと思った。 

小俣氏の意識はしっかりし、外傷は左額部に１ｃｍ大の内出血斑、左手甲部裂傷（４ｃｍ程

度）から少し出血していた。右足首は「痛みがないというと嘘になるがほとんどなく、多分、

捻挫だと思う」と小俣氏は話していた。その場でテーピングを考えたが、「安全な場所でした

い」とのことだった。小俣氏は「今、落ちたばかりなので痛みも何もないが、時間が経過す

るにしたがって出てくるかも知れない」というほど、意識、判断力もしっかりしていた。 

登りは無理と判断し、雪渓の下方に見える新穂高ロープウェーの林道を目指し、雪渓を下る

ことにした。150ｍくらい歩いたが、足への負担を軽くするため、尻の下にビニールシートを

敷き、上からザイルで確保し、シリセードで 800ｍほど下った。 

13：00頃 昼食をとっていた時、右膝の部分の雪に血液がついていたため、ズボンをあげる

と右膝に裂傷（長さ 10ｃｍ、幅 1ｃｍ、深さ 5ｍｍ程度）があった。痛みは感じていないよ



－53－ 

 

うだったが、今日中に病院受診が必要と判断した。 

応急処置をし、下山を再開した。樹林帯に入り傾斜が緩くなった。高度 1700ｍ時点で雪渓の

先が崖となり、下に川が流れていた。 

15：15 救助依頼を携帯電話でしようとしたが、圏外でつながらなかった。 

このままでは今日中に受診できないと判断し、小俣氏を残し、救助依頼のため下山した。小

俣氏は樹林帯の半径６ｍくらいの空間に黄色のテント・燃料・水等を準備し、ビバークの体

制にした。対岸の上に林道が見えていたため、川を歩き、林道に出て、１７：００までには

連絡したいと思い、歩き続けた。ロープウェーの駅に出て、営業用の電話をかりて、救助依

頼をした。 

17：15 救急車とともに登山センターのリーダー（大坂氏）が来てくれ、救急車では無理と

判断しヘリを要請してくれた。車でヘリポートまで行き、自力救助の準備をして待機した。

ヘリは１８：４５ごろ入ることが決まったが、救助隊から「暗いので救助できるかどうかわ

からないが、できるだけの事はやってみる」と伝えられた。 

18：45 ヘリが出動 

19：00 小俣氏が無事救助され、パトカーで神岡の病院に搬送された。 

【事故原因 】 

１．斜度６０度のアイスバーン２ｍをトラバースする際にザイルを出さなかった。一般ルー

トなので、それほど難しいとは思わなかったという認識の甘さがあった。 

２．左足はアイゼンが効いて確保されていたが、右手のピッケルが浅くしか入っておらず、 

右足を移動しようと、ピッケルに体重をかけた際、ピッケルが抜けて身体のバランスを 

失い、背後に転倒して、滑落停止ができなかった。３点確保の基本ができていなかった。 

３．初めてのルートに西穂高までは緊張していたが、一般ルートに入り安心感があり、気の 

緩みがあったのかもしれない。 

初めてのルートであり、取り付きなど不安があったため、インターネット等で調べたが、ザ

イルを使用するところもなく難しいところはないように思えた。そこで、悪天候の場合には

このルートを使用しない、難しいと思ったら引き返すことで対応は可能だと考えた。 

小俣氏とは昨年末に奥穂高山行をともにし、途中下山している。そこで、西尾根に行きたい

との希望に一緒に登ってあげたいと思った。小俣氏は冬山の経験が少なく、ピッケルやアイ

ゼン使用の熟練度が浅いと思われたが、それに対応する配慮が不足していた。 

【ヘリ要請の遅れ】 

滑落のミスと事故を起こしてしまった責任を自力下山で回避しようとした。 

膝の切り傷に気付いたのが 13：00頃で 26日中に病院に行かなければならないと判断した。 

ヘリ要請の時間が日没近くと遅くなり、救助が翌日になるところだった。 

原因・・・滑落時、外傷は少なく、自力で下山が可能だと思われた。 

外傷のチェックが不十分であった。 

 

【反 省】 

私は今回のヘリ救助の要請する側と以前に自分自身がヘリによって救助される不名誉な経験
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をしてしまい、今、自分自身への深い憤りを感じております。 

 なぜザイルを出して確保しなかったのだろうかと自問の中で、これまでの私の冬山経験か

らしてこれくらいは大丈夫という安易な思いがあったのであろうと思います。 

 又、小俣さんに「危ないと思うところは言ってください」と伝えていたが、それは私の自

己満足に過ぎなかったように思える、今になって思うとザイルが必要とはいいづらいもので

あり、リーダーとしての危険管理の甘さが滑落へと取り返しのつかない状況に追い込んだと

思われる。 

 又、小俣さんの冬山に対する力量を十分把握していなかった。小俣さんとは、習志野のフ

リークライミングで何度か会っていたが、冬山は年末の奥穂高に同行しただけで、私自身が

ルートファイニング、ザイルの出し入れをすれば登れると思っていた。 

 今回の山行で注意しようとした点は、下山中のつまづきなどによるバランスを崩しての転

落だと思っていた。私と小俣さんは中年高の世代であり、体力とともにバランス感覚の衰え

が自覚されることが多い、その為、バランスの必要な所はザイルを出したが、その他の危険

度のある所は私自身の基準に基づいて行動していた。 

 今回の山行は、西尾根からの西穂高登頂が大きな目的であった。４月２５日に無事に西穂

高の山頂に立ち、明日から下山であり、一般の人が通る胃パンルートでトレースもはっきり

しているが気を緩めてはいけないと自分自身に言い聞かせていた。しかし、どこかに気の緩

みがあったのであろうと思う。小俣さん自身、後に、「西穂高まではザイルの要求を言おうと

思っていたが一般ルートに入ったら、そう思わなかった」と言っていた。問題のトラバース

ではではどうして一般ルートにこんな所があるのだろうと思い、他のルートを探し、下のと

ころに夏ルートを発見したが、２，３歩だから大丈夫だろうと思い行ってしまった。 

 一般ルートという気の緩みと危険に対する注意力の欠落が事故を招いてしまった。ヘリ要

請も滑落後身体全体のチェックを怠り、事故を回避しようと自力下山と判断してしまうミス

を犯し、ヘリ救助が、日没ギリギリの捜索となってしまった。 

 又、パーティや各メンバーの力量等の把握は日常の山行をともにして、培われるものであ

ると痛感した。 

 年齢は正直なもので、以前簡単と思われたところでも身体能力の衰えから思うように動い

てくれない。自分たちの力量（年齢も含め）に会った登山をしていかねばならないと思った。 

 岩や冬山は危険が多いところで常に安全第１と考えていたが、さらなる安全第１を肝に銘

じて行かねばならないと思っている。この度の事故を振り返り、私自身の山行形態も考え直

さねばならないかと思っている。 

 

小俣の報告と反省               小俣・記 

 【事故地点のトラバース】 

 春山特有の積雪部の末端の雪が解けて氷化した岩場であった。 

 私は、アイスクライミングの経験は全くなく、氷った部分のピッケル・アイゼンの感覚が

しっかりつかめていませんでした。このトラバースで、手ごわいと感じた時、一瞬、雪の斜

面でのトラバース道があるのではと探し、見つけたにもかかわらず、引き返さずにそのまま
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進んでしまった心理に、３つのミスがあったことを感じています。 

 ①バリエーションルートを歩いているときは常に緊張して、ここで、ミスをしたらどこま

で落ちるかを確認しながら、細心の注意で歩いている自分がありました。一般ルートに出た

ことと、トラバース直前の登山道がなだらかでほとんど危険のない状態だったことによる気

の緩みとがあったとしか考えられないのですが、このトラバースをしくじったとき、小鍋谷

に滑落するという認識がほとんどなされていなかった自分がありました。そのため、苦手な

氷化の斜面をトラバースするという行動を起こしてしまったと考えられる。 

②ピッケルのピック部分がアイス対応型でなく縦走用であったにも関わらず、不十分な実力

で氷化した斜面をトラバースしようとした、根本的なミス。ピックが氷に刺さっているのか

しっかり確認できないままトラバース体制に入ってしまった。氷化した部分は、登山中２回

現れたが、第２岩峯通過時は手が岩にしっかりとかかり安定した体勢で通過できたので不安

がなかった。間の岳へ縦走中は、雪面まで少し降りて回避した。事故現場では、そのように

しっかり考えて行動していなかった。 

③リーダーとの間隔が開いてしまったので、追いつかなくてはという心理が働いことは否定

できない。３～４ｍ下に雪の中を横切っている踏み跡を見つけたとき、なぜすぐに引き返し、

そちらへ迂回しようとしなかったのか、それが、もっとも悔やまれることです。思い返すと、

「そのままトラバースするとそんなに遅れずに済む」「迂回すると、すごく離れてしまう」と

感じた自分があったように思います。今までの山行でも、身長差による歩幅の短さで、パー

ティーの足を引っ張っていると感じることがあったので、追いつける時にはできるだけ早く

歩くよう心がけていました。その潜在意識が出てはならない時に出てしまったのではと、深

く反省しています。 

④判断ミスがいくつも重なったことが、重大事故につながったと思います。 

 ミスの重なりは、一般道の下山という気の緩みがあったためではないかと、思い返し、改

めて、いつ何時も注意を怠らないようすべきだと反省しています。 

 

【滑落時のこと】 

落ちた瞬間は、「落ちた」ということは認識できませんでした。ザックから雪面に落ちた時、

「滑落してしまった」「仰向けだ」「ピッケルが手にない」「ピッケルバンドを手繰り寄せて胸

まで持ってこないと停止姿勢になれない」怒涛のように滑りながら頭の中をよぎっていきま

した。ピッケルバンドは２度手繰り寄せたのですが、手にすることはできませんでした。「仰

向けのままでは絶対に止まらないのだから、とにかくうつ伏せになろう」と決心すると、か

なり素早くうつ伏せになれました。ヘルメットのふちを押し付け、腕と膝で雪面を押してな

んとかスピードを押さえねばと必死でした。すると５ｍくらいで止まったのです。その時点

では膝・大腿部の裂傷は気付かず（衣服は全く破れていなかった）、横向けに雪に埋まってい

るピッケルを確認したのみでした。 

 後程、傷は圧迫裂傷といわれるもので、強い力で押さえつけられると皮膚の張力が負けて

しまい破裂するように皮膚が裂ける傷だということが判った。膝頭と大腿部でピッケルを雪

面に押し込むと幸運に恵まれ、停止することができたのだと分かりました。 
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【滑落停止後】 

 足首の痛みは感じたが捻挫程度に思われ、歩くことができ、飛ばしてしまったサングラス

を拾いに行くことができた。とにかく無事なことを土屋さんに知らせねばと、笛を３度吹い

て、ピッケルを十分打ち込み座った。（笛の音は届いていなかったらしい）しばらくすると、

土屋さんが下降してきてくださるのが見え、「登り返した方が良いか」たずねると、「そこで

停止しているよう」伝えられ、「そのまま小鍋谷を下降して下山すること」になった。 

精神的疲労感はすごくあったが、足首の捻挫だけだと思われたので、心の中で「ここで、ヘ

リコプターは２連続だからないよな。時間的にも、日程的（予備日があった）にも余裕があ

るのだから、自力下山して、病院へ行こう」と思いました。 

膝の傷は大きかったのですが、驚くほどの出血量ではなく痛みもほとんどなく、応急手当で

下山まで持つと思われたが、足首の状態は半日も経つとかなり悪くなり、登山靴の中で腫れ

ているのが感じられた。土屋さんからテーピングを勧められたが、靴を脱ぐと腫れのため２

度と履けなくなると思われたので、そのまま歩いたり滑ったりを続けた。 

 最終的に、雪がなくなった地点で、藪を歩くか、川を渡渉するかを選択せざるを得なくな

り、この足では時間がかかりすぎると判断、樹林の少し開けた場所でビバーク用具を残して

もらい、土屋さんに先に下山してもらい、ヘリコプターの要請をしていただくこととなって

しまった。 

 前回の例会で横山さんから、「足の怪我は歩けなくなるから、ためらわずヘリコプター要請

を」と聞いていたにもかかわらず、歩けるという判断をして、最終的には日没時間にヘリ要

請をするという事態になってしまった。教訓が生かせず、申し訳ありません。 

ヘリコプターによる救出 

 時間的に、ヘリコプターを頼めるかどうかぎりぎりの時間と覚悟していたので、翌朝にな

るかもしれないと思い、ビバークのためテント設営、非常食をとり、着れる物をすべて着込

む。「もうこれで、歩いては降りられない」と思いながら、靴を脱ぎ、足首を固定する。かな

り腫れており、脱ぐのに苦労する。このとき左大腿部にも裂傷があることに気づき、手当て

をする。 

16：30 日没後の夕闇が出てきたので、今日の救出は無いと判断し、体力温存のため早めに

寝ようと思いシュラフに入ってしばらくすると、ヘリらしき音が聞こえる。あわててテント

から出て合図しようとしたが、あっという間に飛びすぎてしまった。ずっと上方の小鍋谷の

雪渓あたりを飛んでいる音が続き、なかなか下部に降りてこないので見つからないかもしれ

ないと思ったりした夜間はヘッドランプが目印になると聞いていたので、電池を新しいもの

に代え、銀マットを照らして少しでも目立つよう工夫してみた。ヘッドランプの明かりに気

づいてもらえ、救出していただけた。 

 本人だけの救出ということであったが、以前、お金も携帯も身に着けず救出してもらうと

どこにも連絡が取れなくなり困ったと聞いたことを思い出し、貴重品袋の携帯だけ認めても

らった。ザックから出しておいてよかったと思う。 

以上、ご報告申し上げます。 
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３．重大事故 

【日  時】5月 30日 【年齢・性別】46歳・男 

【山  名】室内壁・パンプ１ 

【山行形態】室内フリークライミング 【事故原因】滑落  

【傷病名】腰部打撲 

事故の状況と報告                      牧野浩典・記 

アップ用二本目ルート取り付き中の４ピン目から５ピン目の間でフォール。 

牧野のビレイミスによりそのままグランドフォールとなる。落下距離は８メートル前後と思 

われます。このとき牧野は上部を見ておらず顔を下げた状態。またロープはつかんでいたも 

のの、下側の手の手首を返しておらずゆるゆるの状態であった。また上部の手（ビレイ器の 

上の手）もロープをしっかりとは握っていなかった。 

その後、川本さん救急車で病院に発送、検査を受けましたが幸いに骨を折るなどの怪我があ

りませんでした。が腰部打撲のために不自由な生活にならざるを得ず現在も迷惑をかけてい

ます。 

【反省点、対策】 

クライミングというリスクを伴うスポーツをしているにも関わらず危険意識が薄れていたの

が最大の問題点だったと反省しています。 

事故発生時は完全に自分の考えの中に入っており、ビレイヤーという大事な役割から気持ち

が離れていたと思います。また再三ビレイの技術を教わっていたにも関わらず基本ができて

いなかったというのは自分自身情けない気持ちでいっぱいです。今後は一から出直し、二度

と間違いのないように練習していきます。会の皆様におかれましては、私の間違いを繰り返

さないように再度、気持ちを引き締めるとともにビレイ技術の再確認をして下さるようお願

いします。ご迷惑をかけた川本さん、上茂さん、本当に申し訳ありませんでした。 
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現在の「ちば山」遭難対策と救助体制 

ちば山の会  会長 横山一隆 

 

ここ数年、山岳救助に対する考え方が以前とはだいぶ変ってきた。 

ちば山の会に限らず、規模の大きな山岳会は仲間が山で事故に遭遇した場合、警察消防と

は別に自分達でも救助活動行う事を前提に、会の内部に救助隊を設置してきた。県連におい

ても救助隊を設置し、活動の主目的として傘下の会が遭難事故を起こした場合、救助の代理

活動を行うといったものである。 

しかし、現実を見ると訓練等に割ける時間は年間 2～3日がせいぜいで、チームワークを要

する現場での救助活動に対応できるだけの錬度の習得はとても実践できない。また、会員の

平均年齢も関係して社会的責任の重い人達も多くおり、出動の声がかかっても簡単に仕事を

休めない。 

反面、警察消防の救助能力は昔と違い飛躍的に強力になっている。これには阪神淡路の震災 

以来、全国に一斉に配備された救助ヘリの恩恵もある。ドクターヘリも増加傾向なので連係

救助も増えている。隊員の錬度も向上していて、天候などの条件を除くとほぼ全地域で救助

可能となっている。 

そこで「ちば山」としてはどうしているか。 

１、会の内部に救助隊を設置出来る数のメンバーが居ないので、関心のある人には県連救助

隊に参加してもらう。 

２、チームレスキューの重要性は否定しないが、掛ける時間は最小限にしてたとえ錬度は落

ちても、その分セルフレスキューの研修と伝達に時間を使う。 

３、同行者の役割と重要性を再確認する。低体温症対策やヘリ対応の有り方を検証し伝える。

現代の遭難対策とは携帯や無線機などの通信と、同行者が仲間をいかに早く官庁救助隊に

引き渡せるかが重要である。また官庁救助隊が引き上げた後の仲間のサポートも会の役割

だと考えている。 

４、計画書は重要と認識している。入山下山の山行管理も大変だが、大切な事なので会員の

分担をお願いし、安全体制を作っている。 

 

安全を追求するあまり、山に向かう気力をそぐような遭難対策にならないよう、運営委員会

などで常に検討している。 
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第 ３ 章 

会員からの寄稿集 

ちば山の会 45 周年を記念して、会員が

自由に、会や山への思いを寄せてくれま

した。 

 



－60－ 

 

ちば山にいて思うこと（思い出、反省、夢） 

柘 植 秀 樹 

 

私はちば山が 35周年の年に入会したので、45周年の今年で入会 10年目になります。若く

もない年齢で入会した割には頻度だけは若い人に負けないくらいのペースで山行をしてきま

したが、入会してからこれまで思ってきたことやこれからの目標について書きたいと思いま

す。 

【入会当初】 

学生時代はワンダーフォーゲル部、社会人になってからは職域山岳部でやってきましたが、

一時期中断、30～40歳半ばまでは仕事の虫(ウソ)とマラソン一筋。子供も大きくなり、会社

でも少し余裕ができるようになって又山に復帰したいと思い、ちば山に入れてもらいました。

それまでも一人でボチボチ歩いてはいましたが、やはり一人ではつまらないし危ないので。

入会以来これまで目標とかおおげさなものはありません。ジャンルもオールラウンドが身上 

ですが、本格的な岩登りだけはバランス感覚に問題があるのと腕力がないので、深入りはし

ていません。このころの思い出は入会して間もなく沢登りで奥多摩の棡葉窪に行ったとき。

入会間もない得体の知れないオッサンの計画に応募者がいるはずもなく、一人で行ってきま

した。簡単な山行報告を流したら横山さん(現会長)から励ましのメールをもらい、感激した

記憶があります。初心者にはそういう思いやりが重要ですね。ブタもおだてりゃ木に登ると

いいますが、まさにそんな感じです。こういう状況がしばらく続いたのですが、そのうち少

しずつ参加してくれる人が増え始めて楽しい山行ができるようになってきました。まあ無理

に目立とうとする必要はないと思いますが、好きなことを地道にやっていれば同好の輩は見

ていてくれているのかなと思いました。沢はこのころ(悲しいかな今もそうですが)かなり自

己流だし、滝をトップで登るのは怖くて複数で行くときはだいたいフォローで登らせてもら

っていたのですが、当時沢ではリーダー格の藤木さんにずいぶんお世話になりました。丹沢

かどこかの沢で何気なく「ここリードで登ってみる？」と言われたときは緊張しましたが、 

２つくらいの支点をとって何とか無事に滝頭に登りついたときの気持ちは表現しようがあり

ません。今でも師匠として感謝しています。雪山も昔は縦走オンリーだったので、少しバリ

エーションにも行ってみたいと思い、名ばかりのリーダーとなって実際は高梨さんにずいぶ

ん登らせてもらいました。最近は体力的に厳しいことや、のんびりのほうが楽しくなってき

たこともあって、この手のルートはすっかりご無沙汰になっていますが、一時期頑張れたこ

とはよい思い出になっています。 

【会の運営に参加して】 

入会２年目に白石美穂さんにだまされて県連理事を引きつぎ、４年目から運営委員長、６

年目から会長などを引きうけて怪しい運営をしてきました。運営委員会は当時からなかなか

参加する人がいない状況が続いており、自分でもなにか貢献できることがあればお手伝いし

たいと思って参加してきました。結構モメ事も多く、調整が苦手なのでうまく纏められなか

ったり、会員の方に不快な思いをさせたこともずいぶんあったかと思います。 

私は原理主義者的なところがなかなか抜けないので、やはりもっと柔軟にやったほうがよ 
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かったかなと今さら言っても遅いですね。会の中にはいろいろな対立軸があり、個々人がそ

れを我慢してオブラートに包んでいるうちはいいのですが、露見させて角付き合わせる状態

になると大変です。特に正解とかがあるわけではないですから。かといって過度の我慢を強

いられるのはストレスになるし。まあどこの社会にもある話ばかりでしょうが・・・とにか

く運営の中心に座っている人はストレスの塊みたいになってしまいますから、我々会員は会

長・運営委員長の頭がハゲないように心遣いしましょう。 

【会の運営を離れて】 

運営委員会にいたころもガンガン山には行っていたので、山に集中したいからというわけ

ではないですが、あまり長期に同じ人間が会の中心にいるのもよくないと思い、今年から運

営委員会を外させてもらいました。山については以前から一度取り組みたいと思っていた山

スキーに参入し、スキーの楽しさを再発見しました。最初に書いたとおり、目標って特にな 

いのですが、まだ足腰が動くうちに一度は海外の山に行ってみたいと思っています。行きた

いのはかなりポピュラーですが、マッターホルンとモンブランです。あと国内では知床半島

の縦走（羅臼岳から知床岬の先端まで：10日くらい？）と日高山脈の全山縦走です（これは

たぶん分割しないともう無理）。もともと北方志向で学生時代に初めて行ったときの北海道の

魅力が忘れられなくて。こちらもここ４～５年以内にやらないともう夢で終ってしまいそう

なので、もし同じような思いの方いたら一緒に計画しませんか？ 

と、思い出や反省やちょっとした夢を書かせてもらいました。ちば山 50周年まではなんと

か現役で頑張って、上記の夢の達成報告でもしたいと考えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

入会した頃の思い出の山行 

【山 域】八ヶ岳 小同心クラック 

【日 時】2002 年 12 月 15 日 

【参加メンバー】柘植・高梨・渡邊三 

山スキーに参入 

【山 域】湯の丸 

【日 時】2011 年 2 月 5 日 

【参加メンバー】柘植・足立・渡辺理・村野 
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山梨と「ちば山の会」 

(ＯＢ) 小 野 重 樹 

 

ちば山 45周年記念誌に寄稿するにあたって、過去の「峠」をめくりながら、ちば山と山梨

の関係を思ってみた。 

1966年「千葉労山発足記念バスハイク」・・・乾徳山 

1967年「バスハイク」・・・乾徳山   

1968年「バスハイク」・・・三つ峠 

1969年「バスハイク」・・・大菩薩峠 

岩場トレーニング・・・三つ峠    冬山訓練・・・富士山 

このように千葉労山と山梨の縁は深い。私が千葉労山に入会した頃は全ての会員が 20代で若

かったこともあり、会員は三ツ峠の岩場に毎週のように通っていたものだ。そして冬になる

と富士山で冬山訓練となる。山梨の山は千葉労山にとって丁度手頃な訓練場として機能して

いたようである。 

千葉労山として山梨で起こった山岳事件で最も危機的な事件は、1973年北岳バットレス・ヒ

ドｳンガリーにて発生した。これは当時の会員数名が死の一歩手前まで追い込まれた事件で、

現在でも巻き込まれた人数とその危機的な状況性に於いては、未来に渡って語り継ぐべき遭

難事件である。幸い当事者に死者や怪我人がいなかったのは、奇跡としか考えられない事件

でもあった。そして「ちば山の会」と名称を変えた 1978年には、ネパールヒマラヤ解禁に伴

いヒマラヤ登山を目指し、トレーニングを積んでいた当時の会長が、三ツ峠で転落し重症を

負った事件もあった。発足 10年余りの若い山岳会にとって山梨という場所は、ヒマラヤ遠征

を目指す会員達にとって、苦楽を伴う青春の熱気を培った場所でもあった。 

 

山梨からの手紙 

私が「ちば山の会」を退会して 3年ですが、今でもこうして機関紙「峠」に寄稿出来るの

も、古い会員との親睦や、ＨＰを覗ける縁もありますが、やはり富士山をはじめ、南アルプ

ス、甲州連山など高くて有名な山がある、山梨に住んでいるということが大きいと思ってい

ます。「ちば山の会」に縁をするのは、1974年の 12 月でした。ただそれ以前から、千葉労山

の存在は知っていました。それは当時会社の寮「黒砂寮」の仲間が３人ばかり会に入ってい

たからです。当然ヒドｳンガリー事件の際は「黒砂寮」の友人小沢君が山から中々帰って来な

いので大変心配したものです。また、会に入会する直前に、その小沢君と初冬の穂高を目指

して敗退したことも、会に入会するきっかけとなりました。 

山梨に住んでいると山は近くにあります。毎日富士山や八ヶ岳、白峰三山を眺めて暮らして

います。山には時々登ります。近くは櫛形山や千頭星山、ちょっと離れて八ヶ岳や奥秩父で

すね。特に八ヶ岳には良く登ります。 

皆さんと、なかなかご一緒出来ないのが少々残念ですが、時々はお誘いをいただいて、同

行させてもらっています。10年前にはバスハイクで茅ヶ岳に登りましたね。あの時は事前の

調査山行もご一緒したので良く覚えています。７年くらい前でしたか、北八ヶ岳をテレマー
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クスキーで、散策をしたこともありました。5年前に笹子の滝子山に登った時は、登山が終

わって初狩の温泉に入った後、宴会したのがとても懐かしいですね。 

今、山梨に居て思い出すことは、千葉に住んでいる頃の麗しさかもしれません。古い会員

以外、あまり知らないかもしれませんが、あの弁天町の、ぽっちゃん便所の事務所に会が移

転してからの数年間が、特に私の脳裏の中に蘇るのです。6疊間に 3疊の勝手（とういうよ

り手洗い）が付いた、築 50年ともおぼしき部屋。体長 10センチもあろうかという蜘蛛が主

の部屋。その部屋で激論し酒を飲んで一泊する。もちろん会社には朝帰りのような出勤にな

ります。若さ故、喧嘩もしたり、心を傷つけたり。恋の争いや、失恋の悲しさがいっぱい詰

まった場所。（もちろん上手くいった場合もありますよ） もしかすると草創の頃の「ちば山

の会」は男と女の情念の交錯した、山岳会だったかもしれません。（笑） 

焼肉店「十々」のおばちゃんの声も懐かしい。「儲からん水だよ、ほら！」と言ってウーロン

茶の入ったコップをドンとテーブルに置く。焼き鳥屋「鳥平」で、焼きそばをつまみに「ホ

ッピー頂戴！」の歓声は、今でも聞こえて来るかのようです。 

 

 

 

 

 

さて、ここまで読むと、昔話しばかりのＯＢのたわ言と思うでしょう？ 

そうです。ここ山梨に住んでいると、思い出すのはそうした「ちば山の会」での“生活“な

のです。飲んで酔っぱらい運転なんか当たり前の無謀な山ヤさんでした。（反省しています） 

それでも、その頃の山の想い出も話さないといけませんね。 

1976年の夏の裏銀座縦走が一番の想い出です。 

入会してまもなく。ある新興宗教に凝ったため、会員としての山行を全くしていなかった私

ですが、その年の夏に誘われた、裏銀座～穂高岳縦走計画は、実に変化に富んだ楽しく苦し

い登山でした。台風に追われるように登った暴風雨の槍ヶ岳西鎌尾根（頂上は無理でしたが）。

涸沢から応援に駆けつけてくれた会員達の勇姿が、今でも目に浮かびます。ただ、決して忘

れられないのは、徹夜して雨を凌いだ、涸沢のミードテントの中で食べたレーズンおじやの

美味かったことです。そうだ！あれを考案したのは西岡さんですよ。 

嗚呼、もう夜も遅くなってきました。とめどなく想い出を書き綴るのも疲れてきました。 

ちば山の会の皆さんありがとう。いつでも、山梨の山に登りに来てください。 

そしてたまには私も誘ってくださいね。・・・「おやすみなさい。」 
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パンドラの箱をひらいてみれば 

白 井 浩 司 

 

事務所の大掃除、引っ越しなどの数々の戦火をくぐり抜け、千葉県最北端の野田市に流れ

着いた二つの箱がある。そこには「ちば山の会」の大先輩たちの歴史が詰まっている。 

前回開いたのは、やはり 40周年記念誌に寄稿するために開いた。あれから 5年がたった。 

私は 30周年の年に入会し、35周年の年に結婚と同時に幽霊会員になったので、もう 10年も

山の会の一員として、真剣な登山をしていないんだなぁと実感する。今再びその箱を開くこ

とで、「ちば山の会」の心意気と歴史に浸りたい。 

箱に収められているのは、古い写真、山行計画、山行記録、峠、バスハイク資料、8mmフ

ィルム、記念行事で上映されたスライド、雑記帳など雑多である。 

中でも目立つのは寄せ書き(大旗)で、10周年、15周年、20周年､30周年､35周年記念山行で

書かれた「？｣ が残されている。雑記帳は事務所におかれ「書きたい事、何でも書いてくだ

さい」のノートです。私が入会した頃もあったように思うけど、今でもあるのかしら？ 

その雑記帳 No1(1967･5･24～)の最初のページには、創設者の一人である小河氏の「千葉労山

の最近の状態と、どうしたらよいかについて」と題された一文が書き綴られている。当時千

葉県では五つの団体が労山に加盟されており、いよいよ次月には千葉県連が設立(6月 25日)

される頃の話であり、山岳会の理想と現実について悩まれている様子がうかがえる。後半は

同じ頃(7月 1日)に「峠 No6」(ガリ版刷り)が、発行されているようで、労山に対する忠言が

乗っていたらしく、「何を言ってやがる！」的な意見が交わされ、一瞬ヒートアップ！ノート

の最終ページは「このノートも会員の考え方、希望などが、直接、会って話しているものだ

けでなく、会えない人にも、その一人ひとりの思いが通じるように、役立ったものと感じた。

～中略～ 新しいノートが来たようなので、筆を置いて新しいノートに書きたい。随分この

ノートも疲れたらしいので休めよう」と綴られて火消しされ、わずか一ヶ月で疲れ果てたノ

ートは閉じられたのでした。 

 

 

 

 

始めに取り上げた文章は、お硬い内容ですが、そのほとんどは伝言や日記、などほのぼの

した内容で、現代風に言えばコミニケーションツール＝ブログ orツイッターでしょうか？ 

イラスト満載で、眺めるだけで楽しいページもあり、山行の感想をうれしさと共に書き綴っ

てあったりと、そこから抜粋するだけで、会の楽しさがわかり、活動記録は出来上がってし

まいそうです。その後、長きにわたって書き綴られたこのノートたちですが、当時(酒の)、

勢いで書いたこともあったであろうこのつぶやきを、数十年後の後輩たちが取り上げて話題

にするなどとは思ってもみなかったことでしょう。その大先輩たちの雑記帳に残された「つ

ぶやき」たちは、45周年を迎えた「ちば山の会」にとって、会員たちが熱い想いを直筆で綴

った歴史絵巻とみえます。 
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他にも紹介したい面白いものはあるのですが、また別の機会に。まだ 15年生のわたしが、

この内容に踏み込むのは尻が青すぎるので、本当なら西岡さんあたりに一度資料をひっくり

返して解説してほしいところです。もしくは今泉さん、富樫さん、土屋さんあたりかな？ 

記録誌としての「峠」発行の意味は非常に大きいと思う。会としての記録の一コマであり、

歴史の一幕に他ならない。自分が「ちば山の会」に存在して、残した記録を、何十年後の後

輩たちはどんな形でどう読むのだろう。 

ガリ版刷り原稿でハーケンを鉄筆に持ち替えてカリカリしていた頃に、今のＰＣと電子媒体

の時代がくるなんて HAL9000 も想像できなかったでしょう。どんな形であれ、「峠」と「ちば

山の会」が続くことを祈ります。 

 

箱から飛び出した「ちばやまの歴史」、「山への憂い」、「登山欲」を一人解き放ち、あわて

て箱を閉じるときに、「希望」のみが箱の中に残るのがパンドラの箱の結末であり、その結末 

(オチ)を考えながらこの文章を書き始めたのですが、最初の一文「野田まで流れ着いた箱」

と書き綴ったときに、島崎藤村の「椰子の実」を思い出した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

パンドラの箱を 

開けてみれば・・・ 

山への想いはいつまでも。 

ちば山の仲間と共に。 

 

名も知らぬ遠き島より 流れ寄る椰子の実一つ 

故郷の岸を離れて 汝はそも波に幾月 

旧の木は生いや茂れる 枝はなお影をやなせる 

われもまた渚を枕 孤身の浮寝の旅ぞ 

実をとりて胸にあつれば 新なり流離の憂 

海の日の沈むを見れば 激り落つ異郷の涙 

思いやる八重の汐々 いずれの日にか故国に帰らん 

なつかしき山の友より 届き魅したる山の便り 

雪の山に思いをはせて 汝もそも山に幾月 

仲間たちは今も集い 山へいざなう話は尽きぬ 

われもまた思い出めくり 山への思いは更に熱く 

靴とピッケル眺めしみれば 新たなり山への愁い 

心に浮かぶあの日の山路 山と仲間の姿なつかし 

思いやる八重の山々 いずれの日にか山に帰らん 

 

が原曲ですが、今の私的には、、、 
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私の山歴一考 

                              広木 国昭 

 

なぜ、山に登るようになり、今まで続けて来たのだろう。 

そんな事を考え、思う年齢になってしまった。「ちば山」では 5本の指に入る年齢だ。 

その間、山の楽しみを教えてくれた先輩、友人など、多くの人との出会いがあった。 

そんな出会いの一番は、中学の恩師「篠原先生」である。 

中学 1年生の時、先生から声がかかり奥久慈の名峰？男体山（645m）に行った。 

私にとっては初めての山登り、運動靴に焼オニギリ・水筒をズタ袋に入れて自転車で行った。

途中の岩場を通過する時に「国昭は、岩登りが上手い」の一言は、ブタを岩に登らせるには

有効な一言で、今でも岩場は得意だと思い込んでいるから怖いものだ。 

頂上で先生に貰ったキャラメルの味も・・・ずーっと引きずって、忘れられない。 

裏山に行く位の気安さで登った男体山が、私のファースト登山である。 

2回目は、2年生の夏休みに、地下足袋にゲートル・農作業用のゴム合羽・白米を持参して「尾

瀬」に行った。今回も先生との二人旅であった。 

1958年頃の尾瀬は、水源調査・学者・写真家・など一部の人間が入るだけであった。当然、

木道なども設置されてなく、アヤメ平から尾瀬ヶ原を地下足袋で自由に歩いた。ニッコウキ

スゲやワタスゲ、日陰には水芭蕉もあって、先生が名前を教えてくれた。 

湿原の成り立ちなどのレクチャーもあった。その様な訳で、私の尾瀬には少々年期が入って

います。当時は、自然保護などは問題になってなく、その後にダム建設や水利権などが問題

になり、尾瀬は自然保護のシンボルとなった。それから何十回と尾瀬に行った、木道が敷か

れ山小屋が立派になり、登山道が荒廃する様を見てきた。 

先生が、尾瀬に連れて行ってくれた訳を考えながら、燧を眺め木道で昼寝をしていた。 

一緒に行ったのはこの 2回だけであったが、北アルプスや谷川岳に行ってきた話をよく聞か

せてくれた。そして、山は何歳になっても行ける、楽しめると言っていた。 

その後長いご無沙汰をして、1995年にネパールで偶然お会いした。登山を続けている事を 

喜んでくれ、同時に大変に誉めてくれた。また木に登らなければと思った。 

先生にとっては、けして良い生徒ではなく手の掛かる生徒であった。そんな生徒を自費で連

れて行って、自然の素晴らしさ山登りの楽しさを教えてくれた。こんな先生と出会い指導を

受けた事が、今日まで自然を愛し山を愛してこれたのだと思う。  

 

 

 

 

 

 

 

 

紅葉の男体山 男体山はシロヤシオの隠れた名所 
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1963年、とある会社に入社した。その会社には、実に多趣味の先輩が大勢いた。特に独身 

寮の先輩連中は、青春を謳歌し高い理想を持って仕事に取り組み、趣味を極めていたように

思う。中でもペンネームを「五味 空缶」と名乗る先輩は、文武両道を地で行く人であった。 

長野県茅野市の出身、中学から山に親しみ、入社して本格的な登山にのめり込み厳冬期の富

士山に登り、八ツ・南・北アルプスを中心に単独行が多かったように思う。その一方で、合

唱団に所属して山の歌から蝶ネクタイで「第九」まで歌う。 

私は、八ヶ岳・北アルプスに何度か連れて行ってもらった。小屋は高くて人が多い、テン

場は騒々しい、ツェルトでのビバークがお決まりの山行であった。黒のカッターシャツに厚

手のニッカ、毛糸のストッキング、首にはタオルの、山ヤ定番のスタイル、ザックはキスリ

ングだったかな？先輩との山行では、登山のイロハからビバークの注意、花々の名前から植

生など広範囲に教わった。万葉集からベートベン・カラヤンとベームの違いなど空が白むま

で語り合った。何より楽しかった事は、真っ暗なツェルトの中で仕事の事、職場の人間関係、

人生観まで話し合ったことである。時まさしく 70年安保の真っただ中、田舎でボケッーと育

った私には、強烈なインパクトを与えていただき、その後の社会生活に、大きな影響を与え

てくれた先輩であった。何事にも真剣に向かい合う、やるからには徹底してやる、途中で投

げ出したり、中途半端なら最初からやるな、さわるな。これが先輩に学んだ教訓である。 

 

 

その先輩が、1984年 1月 2日早朝のジョギング 

中に心臓発作で不帰の人となった。 

槍ヶ岳が、先輩との最後の山行になってしまった。 

私は、槍の肩まで行っても穂先は登らない、登ら 

ないことにしている。先輩とのたった 1回の槍を 

大事にしたい。 

中学の恩師には、自然の素晴らしさを、先輩か 

らは登山の楽しさ、厳しさを教えていただいた。 

何よりの教えは、二人の人生観そして生き様を厳 

しい自然の中で感じる事が出来たことである。 

この年齢になって、恩師のこと、先輩との思い 

出を考えると、私の人生にとって、とてつもなく 

その大きさを感じる。 

先生の年齢まで、あと 24年、それまで山に行け 

れば恩返しが出来るかなと思う。ただし、生きて 

いればの事である。 

 

 

 

 

赤岳で物思いに耽る先輩 
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仲間に感謝  

吉 田 文 夫 

 

私は「ちば山」の平均年齢を引き上げに寄与しています。二十代で沢・岩・縦走・冬山な

どをかじりましたが、所帯を持つと仕事もあり、山は遠のきました。 

定年を機に観光バスの添乗員として主にハイキング・登山の添乗をした。お客さんを引率

するからにはよりスキルアップを狙い、ツテがあり「ちば山」に入会した。 

初めての例会で安達太良山行を知り希望したが、全くの一見さんはとの事で渡辺会長が丹

沢に連れて行ってくれて技量審査を受けた。お陰で雪の安達太良に参加できた。その後、沢

講習、冬山講習などに参加してスキルもアップし、添乗にも役立ち、お客さんに接する事が

できた。 

「ちば山」の例会に出席して、会の大凡の仕組みは判った。メーリングにはいろんな計画

が出されているが、参加できるのかどうか毎回、恐る恐るお伺いしていた。お互いに暗黙の

了解事項があり、これをクリアーすれば参加出来、費用は割り勘で格安の山行ができた。 

その内、山行を重ねるに従い懇意になった森さんが主宰する数多くの山行に連れてって頂

き、押し掛けで森学級に入り、北は利尻岳から秩父、北･南アの峰、南はボルネオのキナバル

山等と多彩な所に行ったと言うより連れてって頂いたと表現したい。キナバルでは下山後に

コキタバルの町を散策して現地の生活様子がかいま見られて面白かった。 

森さんは勤め先では幹部で、お子さんも誕生し山どころでは無くなったので、交誼のお礼

にと屋久島の宮之浦岳へキナバル山の時と同様に格安な方法で連れてって呉れた。前から見

たかった縄文杉もみられて、車で一周して滝巡りもできて感激した。橋本さんには東北地方

の山と温泉及び、焚火山行は春・秋と世話になり、白神岳から見た日本海の夕陽は忘れられ

ない。 

その後、松永さんに出会い色々と計画して悪沢岳・赤石岳・塩見岳・薬師・黒部五郎等に 

ご一緒させて頂いた。 森さん、松永さんが仕事の都合で退会し学級閉鎖となり添乗も辞め

て、悶々としていたおりには柘植会長にはハイキングに何度か誘って頂いた。 

「ちば山」では敬老精神も高く、面倒がらずにお世話頂いた事に心から感謝しております。

機会があれば七月の蝶が岳に連泊してトイメンを眺めていたい。 
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  山行管理の楽しみ  

鶴 田 秀 雄 

 

山行管理をすると面白いこと、楽しいことがいっぱいある。 

どんなベテランの計画であっても、おかしいと思ったら堂々と問いただすことができる。 

あるとき、冬山エキスパートのＨさんの冬季北ア計画書が送られてきた。装備リストを見

るとビーコン、ゾンデ棒が入っていない。早速問い合わせをしてみた。「あ、ごめん忘れてい

た」と言われるかと思っていたら、「自分は雪崩に遭うようなところには行かない。従ってそ

ういうものは必要ない」と言われた。さすがＨさんと感服した。しかし、山で 100％という

ことはないはずなんだけどなどと、思いを巡らしたことを覚えている。 

5～6年前だったと記憶しているが、今は退会している若い男女が（男性はＫさん？）剣岳

の源次郎尾根を登るという。当時、私は剣岳には行ったことがなく、源次郎尾根という名前

も初めてだったので、地図とガイドブックを引っ張り出して調べてみた。結構な難コースで

岩登りの技術も要求されるようだ。ちょっと心配になって当会の岩登りの重鎮Ｔさんに尋ね

てみたところ、あの二人は習志野クライミングで頑張っているから大丈夫だろうとのこと。 

Ｋさんには気をつけて行って来てと、メールを入れたら丁寧な返信があった。後日二人の山

行報告を読んだら、源次郎尾根は大変だったけど充実した山行だったと記されていた。 

一緒に山に行ったこともない、例会で言葉も交わしたこともないＫさんたちと会話ができ

たような気がした。3年前の秋の 5連休のときだったと思うが、Ｈさんの単独北アの縦走計

画があった。Ｈさんは小屋泊まりであったが、「○○小屋に無事到着、体調良好」などど毎日

メールを入れてくれた。このときの 5連休は天候に恵まれ、すばらしい山行の様子が短いＨ

さんのメールから読み取られ、それまで会ったこともない、顔も知らなかったＨさんが急に

身近な人に感じられた。 

4年前のことだが二人のメンバーといっしょに奥秩父に行った。栃本に着いて入山連絡を

しようと思い、さて山行管理者はだれだったかなあ、そこで「はっ」とした。自分だったの

だ。忘れて山に来てしまった。藁をもすがる思いでＮさんに電話を入れた。事情を話すとＮ

さんは快く山行管理の代わりを引き受けてくれた。おかげで秋の奥秩父を楽しむことができ

た。Ｎさんにはほんとうに感謝している。 

最後に山行管理者に迷惑？をかけてしまった話。これも何年か前、会員外の人を 3人連れ

て秋の草津白根芳ガ平に出かけた。帰路 3人を都内で降ろし、京葉道路を走っているとき下

山連絡を入れていないことに気がついた。時計を見ると 8時 20分。期限の 8時を過ぎている。

路側に車を止めて、入下山管理者のＨさんに電話を入れる。心配そうな声が返って来るかと

思ったがそんな様子はない。面喰っているような感じだった。怒られることもなくホッとし

て電話を切った。翌日あらためてＨさんにお詫びのメールを入れたら、こちらも抜けること

があるのであまり気にしないでとの返信が返ってきた。私たちの山行はＨさんのリストから

漏れていたのだろうか。ちょっとわびしさを感じた。 

いろいろなことがあって楽しい山行管理、是非来年もやらせてください。忘れて山に入る

ことは 2度としませんから。でも、新しい方に譲った方がいいのかなあ。 
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定例山行で  

八 角  洋 

 

幕山公園の手前のバス停で下車する。南郷山の登山口は、そのバス停を少し下ったところ

にある。急な住宅地の坂を上るとゴルフ場の脇に出る。さらに両側を細い竹にびっしり囲ま

れた道を、ゴルフ場に遠慮するように右に巻きながら歩く。稜線からは早春の相模湾の景色

を期待したが、地形的に無理であることに気づいた。 

昔、ある登山家から「登山にドラマがあってはだめだ。」と言われた。井上靖の小説「氷壁」

が新聞に連載され、好評を得た直後であったと思う。安全で淡々とした登山が、いい登山と

いうことなのかと思った。キザな言い方だが、感動のない「ドラマ」のない登山では、登山

は楽しくはないと思っていた。歩きながら、いつもこの言葉を思い起こす。 

今回は、山の会で初めての方と登山を一緒する。これが一番の楽しみだ。五歳年長の菅井

さん。十歳若い足立さん。比較的歳の開いた３人のパーティである。リーダーの菅井さんは、 

縦走を中心とした登山で、強靭な脚力の持ち主である。自然や動植物に精通している。関西

出身の足立さんは、日経新聞を手にし、吉本興業にも詳しそうで、明るく十歳の歳の差はと

ても感じられない。 

はっきりしない南郷山の頂上を少し戻り、道路を横切り幕山に向かう。狭い広場になって

いる幕山の頂上は、すでに昼食の登山者でいっぱいであった。私たちは、頂上の標識の側に

空間を見つけ、そこで昼食をとることにした。 

食事を終えてからのことである。足立さんが、標識の裏側に黒いポシェットを発見した。

中には大事な財布が入っていた。持ち主は下山してからポシェットに気づき、必死に戻って

くるに違いない、そう考え、我々は、貴重品を保管している旨を標識に貼り、下山して交番

に届けることにした。貴重品をもって下山すると、まもなくすれ違う登山者の中に、それら

しき人物と出会うことになった。足立さんが、持ち主に名前の確認を求め、無事、落とし物

を手渡すことができた。 

 

二分咲きの梅林の間をゆるゆると通り抜け、幕山を下りる途中、会のクライミングメンバ 

ーと合流する。岩肌に取りついているＯさん、Ｈさんのクライミングを見学しながら、あと

少しで満開となる梅林に囲まれて、クライミングをしている自分をいつしか想像する。段差

のある梅林の斜面に、ふと黒澤明「夢」の中の雛壇のシーンを思い起こした。 

ところで、幕山周辺にはトンビが生息していて、上空を旋回し、人の様子をうかがいなが

ら徐々に高度を下げ、我々の食べ物を狙ってくるのには驚いた。どう猛な猛禽に初めて遭遇

することになった。 

今回の山行は、日帰りの近場の定例山行であったが、 

梅の名所の心に残る山行となった。そしてゆったりした 

山歩きの良さに気づいた山行であった。また一緒させて 

頂きたい山仲間に出会うことができた。 
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―記憶に残る登山― 

人食い熊を追え  

横 山 一 隆 

 

20年近く前の話だが、番組制作会社から一件の撮影依頼があった。聞けば筑紫哲也さんが

キャスターをしている TBS ＮＥＷＳ・23の番組内で、山形県で起きた熊による死亡事故を

取り上げるという。ついては撮影に行きたいので協力してほしいとのことだ。撮影チームも

何社も来るという。この手のロケは嫌いではないので二つ返事で引き受けた。 

 

雪の降る中、車を飛ばし相棒と二人で山形入りした。そこには地元の猟友会だとか、熊撃

ち名人とか、マタギの人達が大勢いて、撮影チームも何社も集まり随分大掛かりになってい

る。一度人間の味を知った熊はとても危険なので、必ず殺さねばならないそうだ。大部屋の

中で作戦会議が始まった。谷筋を勢子と呼ばれる追い立て役が、その中にいるであろう熊を

尾根に追いやり、稜線上に扇形に並んだハンターが射殺するという段取りだ。 

勢子役のマタギが決まり、場合によって熊と出くわした時はマタギがその場で射殺するの

で、そのシーンを撮影する担当カメラマンを決める事になった。その場のカメラマン達は自

分も含め、思わず目線を部屋の片隅に移したが、無言の空気に堪えられなくなった自分の相

棒が事もあろうに「うちのカメラマンは山歩きが好きですが・・・」と余計な事を言い、そ

れまで宙を舞っていた連中の視線が一斉に自分に集まってしまった。万事休す。せめて熊と

出くわさないよう祈るしかない。マタギのおじさんと一緒に勢子役を務めたこの登山 （登

山とは言わないかも）は、今でも強く記憶に残っている。この人はまさに映画に出てくるよ

うなマタギ装束で、熊の尻皮を着け、小柄で眼つきは優しいが目の奥は鋭い感じ。膝まであ

る雪の中を流れるような足取りで速やかに登り、重たい銃を何時でも撃てるように担いでい

るにもかかわらず、無駄のない動きで息を切らせることなど全く無い。とても素人の我々に

追い着けるものではない。熊の糞だとか足跡、木の幹に着いた爪跡の観察など、いろいろ丁

寧に教えてくれた。時効なので白状しても問題ないと思うが、実は休憩の時に熊撃ち銃を、

一発撃たせてもらった。しっかり抱えて２０メートルほど先の大木に当てたのだが、撃った

時とは別に、弾が木に当たった時の反動があり、獲物に命中した時の手ごたえの意味が理解

できた。 

仕事としては、熊が目の前で撃ち殺されるシーンを撮れれば、ディレクターは喜ぶし、番

組としても成功だ。しかし自分としては熊に逃げてほしかった。 

夕闇が迫る頃、尾根に突き上げたが、結局熊の行方は分からず 

捕らえることは出来なかった。周りには残念とか、悔しいとか 

言っていたが、心の奥で何故かほっとしていた。熊にもう二度 

と里に下りてくるなと願っていた。 

 

 

≪ちなみに番組はボツになりました。≫ 
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―富士山に魅せられて― 

登頂山スキーへのこだわり 

菊 池 典 雄 

 

2010年 5月 22日、日本晴れの山ス 

キー日和に恵まれ、わが山スキー部 

隊 9名は富士宮新 5合目を 6：30に 

出発、12：30全員登頂、天にも昇る 

ような素晴らしい豪快な富士山山ス 

キーを堪能できた。このような大所 

帯は初めてであり、「私は高山病に弱 

く 3000m以上は無理なの」と言って 

いたオールラウンダーの石橋さん、 

減量と筋トレが課題で、途中、大腿 

の痙攣で断念しかかった舟山さん、 

山スキー（テレマーク）1 年目にして驚異的上達を見せた住田さん、そしてすっかり山スキ

ー仲間として数年前からのお付き合いで、遠路遥々、四国から馳せ参じた岡田さんの計４名

が初登頂山スキーを体験でき、まさに「ちば山」山スキーは、全盛期を迎えた感を抱かせた。 

小生が「ちば山」に入会した 2001年の 5月に小倉さん、今西君と初めて富士山山スキーを

挑戦して（3550mまで）以来、10年目にしてトライは 14回、登頂成功は 8回で、その喜びを

分かち合えた山スキー仲間は、なんと 15名に達した。初体験者は一様にその昇天するような

喜びを口にし、仲間同士、抱擁を交わすことも少なくない。登頂山スキー経験者は古い順（敬

称略）に菊池・渡辺（俊）・岡田（悦）・長池・鶴田・吉川・MINMIN（HP：

http://homepage3.nifty.com/minminsroom2002/）沢田（正）・石橋・舟山・朝岡・田形・住 

田・岡田（四国）・石松（船山）であり、最高齢は当時 69才であった鶴田さんである。その

詳細はちば山ＨＰの「山スキーの部屋」を参照されたし。 

新潟市出身の小生にとって、裏日本であるがゆえに、生富士を目にする機会はほとんどな

く、子供の頃からなんとなく富士の美しい姿に憧れを抱いていた。子供が小さいころオート

キャンプの田貫湖で夏のボーッと霞む富士山を眺めたり、お決まりのスバルライン 5合目ま

でのドライブ、精進湖での冬富士写真撮影など、下界から富士山を眺めるのがせいぜいであ

った。百名山を目指す登山に没頭し始めたころ、1996 年の 8月に毎日旅行社のツアーに参加

し、29座目に初登頂した富士山ではあるが、その後は登山対象としての富士山への興味はす

っかり薄れていた。 

百名山の 85座をほぼ単独で終了した 2001年 2月「ちば山」に入会。百座目の利尻は 2003

年 6月 29日であった。小学生からゲレンデスキーを続けていた小生は、大学のころから山ス

キーへの憧れ（山スキーの部屋に掲載済）を抱いており、自然に登山とドッキングさせた山

スキーの魅力にはまって行った。百名山中 19座は山スキーで初めて登頂したものである。13

年ほど前からアルペンをテレマークに変え、更にのめり込み度が増し、山スキー仲間を半強

http://homepage3.nifty.com/minminsroom2002/
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制的に（小生の華麗なテクニックに目の当たりにして自然発生的に）テレマークに引き込ん

でいるのである。 

ゲレンデスキー、登山それぞれをいくらやっていても富士山山頂から滑走できるなんて想

像もつかないのが当たり前である。25年間勤務した千葉の海浜病院から眺められる冬晴れの

真っ白な富士はとてもスキー滑走の対象となるとは思えない。以前、山スキールート集は数

少ないとはいえ、富士山は掲載されていた。山スキー山岳会の会報にもいくつかの報告は掲

載されており、おのずから本邦最高峰からの滑走への憧れが心に湧いてきたのは自然の成り

行きであった。 

小生は挑戦し始めてから 3年、4回目の 2004年 5 月 8日に初めて単独で登頂山スキーに成

功した。この間、2001年初体験報告「富士山山スキー：3550mでの敗退と攻略の鍵」、9月「富 

士山：富士宮ルート：剣ヶ峰登頂とこだわり」などの報告に登頂山スキーへの熱い思いを述

べている。初登頂山スキーの喜びは今でもはっきり思い出せるが、その詳細は「山スキーの

部屋」の報告を参考にしていただきたい。それ以来、計 14名の山スキー仲間と本邦最高峰の

雲上からの大滑走を楽しむことができた。いくらスキー技術があっても、また、健脚で体力

があっても、経験と情報収集に裏付けられた綿密な計画なくしては、富士の高嶺にスキーを

担ぎあげて、安全に滑走できるわけではない。 

富士山滑走の歴史は古く明治 43年（1910年）に遡るようであり、御殿場口にはオースト

リア人、エゴン・フォン・クラッセルが 12月 27日に初めて富士山でスキーをしたことを記

念した看板が掲げられていた。また富士山測候所に勤務経験のある方のＨＰ

（http://www.geocities.jp/nisi3776mbb/index.htm）には年表が掲載されており、山頂から

の滑走は大正 3年（1914 年）6月上旬、黒田夫妻による須走頂上からとなっている。百名山

のあの深田久弥も山スキーをこよなく愛し、廣瀬 潔と昭和 14年にほぼ厳冬期といえる 3月

2日に剣ヶ峰からの滑走を成功させている。 

最近山スキーは益々盛んになってきており、富士山山スキー人口もうなぎ上りであるよう

だ。適期の 5月～6月にかけての日本晴れの日には、青空のもと雪渓には山スキー・ボード・

登山など 200～300名が色とりどりの花を咲かせている。夏富士の喧噪の世界と異なり、好天

のもと駿河湾を望む雄大な景色・雲上の極上ザラメ大斜面などなど、静かで豪快な富士山を

堪能できるのは最高級の贅沢といえるであろう。 

山スキーシーズンも終盤を迎えたこの時期、山スキーMLには北アルプスにならんで富士山

山スキー報告が例年の様に飛び交うのでる。 

富士山にはそれぞれの思い入れがあり、通年で富士山に通い続けている豪傑、最近は富士

山のみ山スキーエリアとして通い詰め、滑走可能ルートの隅々まで知り尽くしている富士宮

在住の有峰Ｋ岱さん、飛騨沢・富士山などでお会いし、3月に山頂から御殿場口までなんと

標高差 2300ｍの全面パウダーを頂いた横浜の鉄人Ｋ木さんなど、それぞれのこだわりがある

ようで、富士山でお会いした時に楽しいお話を聞かせていただいた。 

小生のこだわりは、健康のバロメーターとして、体力と気力の続く限り毎年登頂山スキー

を継続すること、数多くの山スキー仲間に富士山頂からの大滑走の醍醐味を味あわせてあげ

ることである。 
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わが山スキー仲間は小生を含めてすでに還暦を越えた方々が多く、高齢化している。しか

し、山に対する好奇心と気力は超一級品である。今後も安全に富士山登頂山スキーを成功さ

せるべく、小生の考えているポイントをまとめてみよう。 

１．時期と天候 

登頂山スキー成功の最大のポイントは天候である。ＧＷ以後から 6月中旬までであり、下

界（静岡・山梨）の最高気温が 25℃（23～26℃）前後の日本晴れの日を選ぶ。この時期は日

により寒気が影響し不安定であったり、落雷注意報が出る日があるが、こういう日は避ける。

山頂到着時に気温 3～5℃が予想され、山頂での風速は１０ｍ以下がよい。強風予想や、山頂

での気温が 0℃前後では、登攀条件が厳しく滑落の危険性が付きまとう。気温と標高の関係

は、100ｍ上がるごとに 0.6℃低下し、風速 1ｍ増すごとに体感温度は 1℃低下するという山

の鉄則と気象・山岳情報を収集し総合判断する。 原則として午後 1時～1時半までには下

山開始できるようタイムスケジュールを設定する。風が強かったり、午後時間が経過するほ

ど、急速にアイスバーンになり滑落事故の危険性が生ずる。 

早い時期ほど下部（5合目駐車場）まで滑走可能であるが、上部は低温による硬雪のため

危険性が増し登頂は難しい。 

 

２．高齢者・初体験者登頂の秘訣 

各登山口からの斜度は 15～20度から始まり、一般的に徐々に斜度は増し、頂上直下は 35

度前後である。雪質は上記の適切な時期と絶好の日和を選択すれば、快適ザラメの大斜面滑

走が体験でき、スキー技術的には山スキー経験のある中級者であれば問題ない。若い体力の

あるアルペン使用者はシール登行にこだわるが、高齢者が多く、確実に登頂を目指す場合は、

できるだけ早めに雪渓アイゼン登行に切り替えることが成功の鍵である。前後の歩幅はでき 

るだけ狭く、斜度がきつくなれば、ゆるいジグを切ってゆっくり亀足で登ることが体力消耗

を少なくする秘訣である。 

スキーをザックにくくりつけ、8～10ｋｇ前後の重量を 6～7時間担ぎ上げる体力が必須で

ある。水分補給はスポーツドリンクを主体にハイドレー 

ションでこまめに補給することもエネルギーの消耗を少 

なくするのに極めて役立つ。 

経験が少なく。体力に自信のある人ほどオーバーペー 

スで失敗する。3300～3400ｍあたりを越すと低酸素によ 

り急速にペースがダウン、喘ぎ喘ぎの登行となる。高山 

病症状を回避する秘訣は、とにかく時間に余裕を持ち、 

ゆっくりした亀足省エネ登行を心がける。気象条件に恵 

まれれば、このような配慮をすることにより、初トライで全員登頂させることができる。 

 

３．各ルートの特徴（登頂の最適期・登頂までの所要時間） 

①富士の宮ルート（ＧＷ後～6月初旬・所要時間約 6時間）：もっとも短時間で登頂できる初

体験者向けルート、東南向き斜面のため、雪消えは早いが、山頂付近で低温になることが少
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なく安全で、6月初旬まで雪渓を乗り継いで十分滑走できる。条件と体力がそろえば剣が峰

登頂とお釜滑走も可能。 

②須走り口（ＧＷ後～5月末）所要時間 7時間～7時間半）：東向け斜面のため、残雪が多い。

標高 2000ｍからの登り、斜度は比較的ゆるく、山中湖を眼下に時期が早いと山頂から駐車場

までの広大な極上斜面で豪快な滑走が楽しめる。登頂は体力勝負。6月に入るとブル道確保

のため、除雪により雪渓が途切れる。 

③吉田口（所要時間 7～7 時間半）：スバルライン使用のため費用がかかる。斜面は 

3ルート中、最も急であり北東向き斜面のため、早めの下山が必須。吉田大沢の大斜面滑走

は流涎もの。健脚・上級向き「継続は力なり」である。 

11月の立山初滑り、1月下旬の草津芳ヶ 

平、5～6月の富士山、これらのイベントは 

ちば山スキー部門の恒例行事として、いず 

れも 10年ほど継続されており、「ちば山の 

会」のみならず、山スキー仲間の輪が広が 

っている。富士山のみならず、ご一緒して 

いただいた山スキー仲間の皆さん全てに心 

から感謝する次第であり、今後もよりよき 

集いとして山スキーを通してのお付き合い 

を継続していきたい。 

 

富士山へのこだわりが高じて一年前、新車の車両ナンバーを「３７７６」とした。 

新赴任地、信濃町から 3776を駆りたてた今後も富士山通いは続くであろう。 
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トレイルランの魅力 

住 田 伸 夫 

 

トレイルランを始めたのは、2008年 8月の新歓が、雨で小倉さん所有の別邸に変更となり、

その 2日目、平野さんが主催する市原の低山トレイルラン体験の参加であった。それまで昼

休みと週末のジョギングを日課としていたが、いつか自然の中を爽快に駆け抜けたい！との

潜在意識に火がついた。その実体験で会得した基本とノウハウや、本・雑誌からの情報をも

とに、一人でも始められる決心がつき、Montrailのシューズやザックを仕入れて、近くの高

宕山周辺で練習を重ねた。 

トレイルランの魅力は、軽量の装備・ウェアで、快適に自然の中で汗をかきながら山岳の

景観や冷気を満喫できる点にある。重装備でのゆったりとした縦走も楽しいが、超軽量化で

のスピード山行もまた違った魅力がある。一日の移動距離が 2倍前後に広がるので、従来想

定外だった遠くの水場や山小屋まで届き、思わぬ独自のルートを創案するのも楽しみの一つ

である。ただし登山者に迷惑とならないようルート選定や、転倒や熊との鉢合わせといった

様々なリスク、自然保護への配慮は必要である。トレイルランの割り切った軽量化の取り組

みと工夫は、ハイキングやアルパインでも、ちょっとしたヒントになる。 

 

【デビュー戦 】 

2008年 10月に、いよいよ上高地～天狗原～横尾～涸沢～上高地のルートで、天狗池の逆

さ槍と涸沢周辺、南岳・穂高(登頂はせず)を二日間で、一部トレイルランを取り入れて、広

範囲の紅葉と北アルプスの景観と冷気を堪能してきた。 

13日： 30ｋｍ(GPS記録)  標高差 1500→3000→1600ｍ 

 上高地(6:10)～横尾(7:20-:40)～槍沢(8:25-:45)～天狗原分岐(10:00)～ 

天狗池(10:30-11:00)～南・中岳分岐手前(12:05-:20)～横尾(15:50) 

14日： 25ｋｍ(GPS記録)  標高差 1600→2500→1500m 横尾(6:20)～涸沢(7:45)～ザイテ

ン手前～涸沢(9:30)～パノラマ新道～上高地(13:20) 

13日 今回どこまで荷物を軽量化できるか試してみた。11Ｌのトレイルランザックでは防 

寒着、着替え、食糧等を詰めると一杯になり、ハイドレーションをあきらめ、レインウェア、

ペットボトル、デジカメ等は外ポケットに溢れたが、4kg弱?に軽量化した。 

穂高連峰を仰ぎ見ながら横尾までトレイルラン、槍沢 

ロッジからはデジカメ・登山歩行モードに切り替えた。 

今回軽量のトレイルランシューズで、けり足の甲や側 

面を岩等にぶつけ痛い思いを時々したが、沢用ソック 

スに履き替えると見違えるように安定し楽になった。 

幸いにも快晴で、槍沢から山岳・モレーンの紅葉と青 

空のハーモニーが素晴らしくため息が出る。運よく天 

狗池の逆さ槍に出会え、しばらくその場に釘付けにな 

った。予定より時間余裕があり南岳を目指したが、標 
涸沢ヒュッテにて 
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高 2500mを越えると息がきつくペースが落ち、稜線分岐の手前で引き返し、平坦な下りは横

尾までトレイルランして、横尾山荘に泊まった。 

14日 時々トレイルランを入れて涸沢を目指した。本谷橋から下山する登山者が増え、ガン

バレ～と声をかけられるとつい嬉しくなり、ハイな気分になる(登山者が団体さんで長いと心

拍数もハイに)。涸沢の紅葉ピークは 10日頃で、少しピークは過ぎているものの、曇り空の

中、穂高連峰と涸沢と紅葉の組合せは素晴らしく、心が洗われる。寒くなりレインウェアを

着てザイテンの手前あたりまで散策し、パノラマコースで下山を開始した。このコースから

の紅葉も見ごたえがある。屏風岩が見えたあたりで突然小雪が舞い始めたかと思うと、稜線

上で横から吹き付ける風と雪が強くなった。屏風岩山頂からの景観はあきらめ、帰路を急ぐ。

高度が下がり大粒の雨になってきた。梓川に出てやっと小雨になり、雪雨に打たれヘロヘロ

で河童橋にたどり着いた。雲の切れ間から、あっという間に冠雪した、見事な穂高連峰を仰

ぎ見ることができた。この時期、トレイルランスタイルの浮いた出立達の輩には、ついに出

会えなかった。 

【トレイルラン大会】 

デビュー戦の翌週、名栗湖～棒ノ嶺ピークハントマラソンに、競技大会として初参加した。

走行距離約 11ｋｍ、標高差 236→976ｍを約一時間半かけて登頂。途中の白谷沢は涼しく、

山頂手前から遠巻で林道のアップダウンがある。競技となると登りでも前後ランナーに引っ

張られ、かなり心肺機能に負担がかかる。山岳関係の参加者は、割合少なかった。 

2009年 3月、房総丘陵第一回トレイルラン大会は、約 250名の参加者。あの鏑木毅さん(2010

年ツール・ド・モンブラン 160ｋｍ山岳トレイルで 3位入賞)も、ゲスト参加されていた。 

市原の梅ヶ瀬渓谷をスタート、大福山や石尊山を経て鴨川市の清澄寺まで約 20ｋｍを、3時

間弱。平均的なタイムだが、50歳代では 9位だった。（^^) 大会はあまりにも大勢の参加者

で自然保護に好ましくないように感じ、また渋滞によるペースの乱れなどから、以降大会へ

のエントリーは途絶えた。 

【ちば山でのトレイルラン】 

 定例山行として、2009 年 8月に高尾山。また翌年の 4月に鋸山で、少人数のトレイルラ

ンを実施された。トレイルランをちば山会員に、トレラン後の美味しいビール、マラソン前

のトレーニングとして呼びかけているが、アドベンチャーレースで優勝経験のある平野さん

を例外にして、参加は活発でない。 

【縦走・ハイクでの、下山後半時に】 

八ヶ岳の横岳、北アルプスの薬師岳、剣岳(雷鳥沢)などの縦走・ハイク下山時の後半、緩

やかな下りになって、トレーニングを兼ねてトレイルランしてみた。荷物とウェアが重厚で

快適とは言えないが、下山後の車回しなどで、時間短縮に役立つと思った。 

2009年 8月、御殿場口からの富士山登山(標高差 2336ｍ、往復約 20ｋｍ)の下りで、大砂

走りを楽しんだ。砂煙が舞い上がるためマスクを装着、歩幅は 2ｍ近くの感覚。途中からガ

スが発生し、視界は数 10ｍ。ロープがあり迷うことはないが、まるで別世界、月面を遊泳し

ているような気分だった。トレランシューズの中は、スパッツの効き目なく、細かな砂礫で

一杯に膨れ上がり、全身砂まみれになった。登りは 4時間 40分要したが、下りは 1時間 40

http://chibayama.blog47.fc2.com/blog-entry-627.html
http://chibayama.blog47.fc2.com/blog-entry-627.html
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分で駆け抜けた。 

【バリエーションルート】 

トレイルランではないが、2010年 7月の槍ヶ岳の北鎌尾根登攀の際に、北鎌のコル手前の

草付の中や砂利場で予定外の短時間ダッシュがあった。ヘルメットと 20ｋｇの装備で多量の

汗をかき、独標の先でビバーグしたのも、今では懐かしい思い出だ。 

【雪山でのチャレンジ】 

2009年 1月、スノーシューで上高地をスノーハイクした際に、トレイルランを試してみた。

スノーシューの幅があり、かなりガニマタ格好になるため、走りにくく疲れやすい。締まっ

た雪で、軽量でスリムなスノーシューなら可能性があるかも。 

2010年より山スキー(テレマーク)を始めた。20011 年 4月、至仏山滑降終了後に山ノ鼻か

ら鳩待登山口まで、バス代節約の車回収のため、シール走行で長池さんと先発隊として出発

した。途中、試しにノルディック風にピッチを上げてみたが、登りでシールがスキー板より

めくれてしまい、後処理に難儀したので、今後は無理をしないことにした。 

2009年 3月、本沢温泉からアイゼンで硫黄岳登攀途中、半パンに長靴の若い輩が、猛スピ

ードで走り去ったのに遭遇した。ここまで真似をしようとは思わなかった。 

 

【ロードでの走法との違い】 

体格等の差異で一概に言えないが、個人的に配慮している事項を備忘録として列挙する。 

・ロードでは体の重心下に前足と腰を乗せていくイメージに対し、トレランでは左右二本 

 のレール上を、左右の軸を意識して走る感じ。 

・ロードでは足の裏が地面近くを滑走するようなイメージに対して、トレランでは木の根 

 や石に突っかからないように、気持ち足首下を持ち上げて走る。 

・ロードでは腰高・骨盤前傾イメージだが、トレランでは多少膝を曲げて重心を下げ、ク 

 ッションを利かしてつまづきや地面の変化を吸収する。 

 ・下り斜面では、重心の位置がなだらかに下るようなルート取りを意識する。 

・ロードでは腕振りはまっすぐだが、トレランでは後ろの方で多少横に開きぎみにして、 

 左右のバランスを取りやすくする。 

・数 m先のルートを考えながらも、着地の足場を正確に意識する。苔むしの岩や石の上の 

 着地がやむを得ない場合、足の裏全体で最後は指先でホールドする感じを意識すると滑 

 りにくくなる。 

最後に、ちば山の会では神山さんから「ランナー」とのニックネーム愛称をいただき、そ

の名に恥じない活動を、今後も末長く続けていきたい。 
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遥かなる 想いは募る 岩桔梗 清らか雫 時の彼方へ 

 

山や平さん短歌  

陽春の 残雪輝く槍沢に ワインの香り 一刻（とき）と戯れる 
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―玉原高原から鹿俣山―  

ブナの森に自由にトレースをきざむ 

（岳人 2010年 2月号の第 1特集「週末、雪の中へ」に掲載） 

住 田 伸 夫 

 

尾瀬の玄関口・沼田から藤原へ抜ける玉原越は、上州と利根を結ぶ古道として長く歩かれ

てきた。その東側、上州武尊山の南西麓に広がる玉原高原にはスキー場が開かれ、首都圏近

くでパウダーが楽しめるゲレンデとして人気が高い。ブナの林が広がる山麓から鹿俣山への

登山は、滑落や雪崩の危険も少なく、山頂の展望も見事で、週末雪山には楽しい。 

ゲレンデのリフトを使って楽に登頂することもできるが、美しいブナ林からぐるっと周遊

して冬の 1日を楽しんだ。 

夜明け前に千葉を出発、高速の渋滞を避けて早めに玉原スキー場に到着。お助けパトロー

ル車に、センターハウスの第一駐車場まで行くように、指示があり従う。スキー客で賑わう

駐車場より、少し南東に下った登山道口らしきところまで戻り、すぐに私はスノーシュー、 

竹下さん、澤田さんは輪かんを装着し、いよいよスタート。 

快晴で無人のブナ林の中は風が穏やかで、 

絶好のスノーハイク日和だ。この時期、雪は 

締まっていたが、輪かんかスノーシューは必 

要だ。スキーのトレースがあり、スキー場を 

左手に後にして、なだらかな登りをスノーハ 

イク。ブナの樹林帯は静かで、だれも通って 

いない真っ白な雪原のキャンパスに、自由に 

気の向くまま、ザクザクとトレースをきざむ 

のは爽快で心地よい。 

珍しい形をしたブナの樹やヤドリギ、鳥のすみかにアカゲラの鳴き声、シャクナゲの冬芽、

ウサギや小動物の足跡もあり、デジカメを手に飽きることがない。 

徐々に傾斜がきつくなるが、尊武山方面の展望が開け、雄大な雪壁の谷川連峰も現れ、ハ

イな気分に。尾根伝いに進み、シャクナゲ群生地の標識の先の稜線上には、地形図では現わ

れない短いが急勾配の下りに出くわす。スノーシューではこの下りは微妙だ。戻って巻いて

もよいが、後ろ向きのキックステップと立ち木を頼りに、立ち木がなくなる数 mはシリセー

ドで突破する。かさばらない程度のロープを持ってくればベターであった。 

2009年はこの山域も雪が少ない年だったせいか、結局ラッセルが必要なところは無かった。 

鹿俣山の山頂が近くになり、大きな雪庇が形成されていた。この下を慎重にトラバースし、

山頂直下の急登へ。直登が多少きついところは斜登する。雪山登山の雰囲気が出てきた。や

っと山頂の標識(1636.7m)を見つけ、記念写真。青空に映える雪化粧の山々、360 度の大展望

をご馳走にランチをとる。武尊山、獅子ヶ鼻山、剣ヶ峰は間近に、谷川岳も近距離の感じ。

赤城山、白毛門、朝日岳、笠ヶ岳、巻機山、上越の山々、遠くに南アルプス、八ヶ岳、浅間

山も見渡せる。 
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下りは、西のブナ平方面を目指し、展望を目 

に焼きつけ、玉原湖を眼下に出発する。下りの 

ルートは、トレースがないところが多い。最初 

の下りの斜面は、スノーシューではキックステ 

ップがきかず横向きで下る。これも面倒になり 

スキーのように滑ってみるとなかなか難しくす 

ぐ転倒。雪面はスキー場のように踏み固められ 

ておらず、まあこれも雪遊びを楽しんでいるよ 

うな感じだ。 

傾斜が緩やかになり、尾根が広くなる。ここから西に下る尾根は、ガスると北西の方に間

違えて下りて遭難する人がいると、お助けパトロール車の人からのアドバイスを思い出し、

北西側の尾根に進まないように注意する。 

しばらく進むと無人の広大なブナの原生林の中に入った。トレースがなく、道なき道を進む。

西の尼ケ禿山を目標にすれば、迷うことはない。しかしブナ平はどこだ？ 

平坦なため、地形図では現在地を正確に特定しにくい。そこで GPSを取り出し経度緯度を

確認し、カシミールソフトで経度緯度の補助格子線とルート図を記入し拡大印刷した地図と

照合した。するとブナ平から少し南のところに来ていた。尼ヶ禿山を目指して進んだため、

少し西南西のルートになったようだ。 

時間があれば、ブナ平から西に進み尼ケ禿山までと計画していたが、時間的に遅くなりそ

うなため、玉原湿原を探索して戻るルートに変更した。白銀の玉原湿原に来るとトレースが

あり、その案内板が雪に埋もれており、それを見たくて少し掘ってみた。 

林道や林の中を最後のスノーハイク。出会ったのは 2組の登山者とスキーヤーだけ。思い

がけず静かな雪山だった。 

■データ 

【アクセス】マイカーで関越自動車道の沼田 ICより県道約 30分 

【参考タイム】玉原スキー場 9:10－11:20鹿俣山山頂－14:40玉原スキー場。積雪状態に 

よって変わるが、GPSの記録では標高差約 500m、沿面で約 16ｋｍの道のり。 

【装 備】 輪かん、スノーシュー、ツエルトなど 

【雪の適期】１～３月頃。1月の降雪後の新雪も魅力だがラッセルの覚悟が必要。 

  2～3月の雪の締まった頃が歩きやすい。 

【天候の特色】太平洋側なので好天が多い。 

【山 行 日】 2009年 2月 15日 

【メ モ】近くに道の駅の関東圏人気ランキング 1位との 

ふれこみの川場田園プラザあり。 

 

 

 

 

鹿俣山山頂 
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忘れられない年 2011年 

山で出会った人々 

村 尾 憲 治 

 

若い頃から興味があったが、なかなか踏み切れなかった登山だが、やっと 50 代前半でハイ

キング、ウォーキングを始めた。そして 3年前、55 歳で「ちば山の会」の門をたたいた。遅

咲きの山趣味であるが、熱心で優しい先輩達のおかげで、山に対する興味や関心がぐっと増

え、その取組も初級者なりに深まっている。 

東日本大震災が起きた２０１１年、私の人生においても忘れられない年となった。この大

震災にとても大きな衝撃を受け、何か役立つことをやりたいと労山の千葉県連の呼びかけに

応じ震災ボランティアに参加した。これまでに労山以外のボランティア支援を含め 5回活動

したが、これからも地道にやれることを続けていきたい。 

5月末には、計画していた早期退職で 34年間勤めてきた会社を卒業した。労山は勤労者の

ための山岳会ではあるが、これからは自由の身でのいろいろな取組をしていきたい。山も「ち

ば山の会」に入会して 3年、自分なりの節目として、8月に北アルプス槍から奥穂山荘まで

の縦走を、Ｈさんと共にチャレンジした。10月には、集中山行でジャンダルムを目指し、ま

た労山県連の記念企画に参加し、初めてネパールに入り、エベレストトレッキングを楽しん

だ。自分としては、とても充実した 2011年の山趣味成果であった。 

 

山に入っていると、いろいろな人と出会って楽しい。 

槍沢の下山途中では、名古屋の大学のワンゲル部員チームと会い、あどけなさが残る田舎風

の山ガールと話した。背に負うザックの重さを聞けば、「下山なので 25kg位かな～。でも男

子はテントなどあり 30kg 以上ですよ。」と事も無げに言う。私なんか自慢じゃないが 15kg以

上だと、体が振られてヤバイルートは歩けない。山をホントに楽しむためには、重い荷物を

担ぐ力をつけるか、反対にどうすれば軽くコンパクトな荷物・ザックにできるか？これから

の課題の一つだ。 

涸沢から横尾への下山道、お盆という事もあり、大勢の家族連れが登ってくる。小さな女

の子がストックをうまく使いながら、お母さんと一緒にスイスイ登ってきた。小学生と思い、

「何年生ですか」と親に聞けば、何と「年中組です」 

幼稚園児とは思えない動きに、びっくり。ちば山で 

も柏のＩさんは、小学 2年のお孫さんと富士登山す 

るというが、子供は大人が考えるより体力と柔軟性 

があるようだ。夏休みの涸沢は、子供連れを含め、 

老若男女が様々な色のテントを張る。僕の大好きな 

真夏の風物詩である。 

8月上旬の飯豊連峰、暑さと戦いながらの大日岳 

の最後の急登で、背の丸くなりかけた小柄な年配女 

性が休んでいる所に遭遇した。聞けば御年「77歳」。 大日岳で出会ったスーパーレディ 

H さん（中央）と      
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若い頃から山好きで、ネパールにも 25回も行っ 

たというスーパーレディ。休息を共にした後、 

激しい息遣いで喘ぎながら、一緒に大日岳に登 

頂した。当人は登り切れた喜びに小躍りし、ハ 

イタッチ。一緒に記念写真を撮らせてもらった。 

ちば山にも、元気で力のある 60代以上の先輩 

方がたくさんいるが、その活躍ぶりは、ただた 

だ脱帽する。そんな先輩にいろいろな事を教わ 

りながら、今年も楽しい山仲間と安全に存分に 

山を楽しみたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

富士山の頂上で出会った若者 
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谷川岳、槍ヶ岳、そしてちば山でいろいろと教わりました。 

 

山 内 英 晴 

 

生まれ育ったのは北海道の釧路。それこ 

そ地平線が見えようかとする釧路湿原国立公園の玄関口の近くです。高校の時の冬の遠足は、

全校生徒が総出で広大な湿原の中に入り、対面の人が見えないくらいの円陣を作り、ほぼ 1

日がかりで円陣を狭めて行き、その中に野兎を追い詰めて、兎狩りをするようなところです。

周りは山らしい山がなく、22歳の時に関東に来て、会社の人から信州の黒斑山に誘われたの

が、山登りの一歩でした。 

それ以降も、ハイキング程度の山歩きだけでしたが、「ちば山の会」に入ったおかげで、山

のいろいろなことを教えていただきました。沢登り、岩登り、冬山登山というものがあるの

も初めて知り、登山に関する技術なども教えていただき、山岳用語もいろいろと理解できる

ようになってきました。 

ある山で下着を着替えようとしたときに、リーダーの方から綿のはだめだと言われ、化学

繊維のアンダ―ウエアを貸していただきました。それ以来、繊維のことをいろいろと知るよ

うになり、今では登山ウエアに限らず、日常の物でも、素材表をまず見て購入するようにな

り、環境に応じたウエアを心がけています。 

 

谷川岳のこと 

 昔から遭難者が多く、ものすごく険しく、 

それはそれは恐ろしい山で、とても登れる山 

でないとの先入観が昔から強くありました。 

ちば山の山行で谷川岳に誘われたときは、本 

当に自分は登れるのかと心配したのが楽しい 

思い出になりました。 

 

槍ヶ岳のこと 

こちらも、超難度の山で、相当な登山技術 

がないと、とても登れる山でないと谷川岳 

同様にありました。登りたいと思いつつ、 

行けませんでしたが、2011年 7月に念願の 

槍ヶ岳の頂上に立ち、360度の大展望を楽 

しみました。本当に谷川岳、槍ヶ岳に登れ 

たことは「ちば山の会」のおかげです。 

 

 

 

槍の穂先にて 
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―登山における快楽物質― 

 

ベータ・エンドルフィンについて 

足 立 透 

私が初めて山岳会というものに入ったのは、2005 年の 5月に勤務地に近い、「宇部小野田

勤労者山岳会 やまびこ」でした。その後、勤務が千葉に移動した際、勤労者山岳会の縁で、 

「ちば山の会」に入りました。宇部の「やまびこ」ではボッカや藪山、雪山等、実に様々な

経験をしました。また、プライベートを含め、毎週のように山を楽しみました。 

入会後、半年程たった時の事です。思いがけない寒波襲来により山行ができなくなり、代

わりに平地をのんびり歩きましたが、もの足りず気分がすっきりしません。どうも登山中毒

になったようです。これを科学的に説明すると、下記のようなメカニズムらしいのです。 

｢登山のような有酸素運動を始めてしばらくすると、視床下部の神経細胞群がベータ・エンド

ルフィンを分泌し始め、ほかの神経細胞へと伝達。さらに脳下垂体を通して血液中にも送り

込む。『気持ちよい』というメッセージが脳内を駆け巡り、軽い陶酔状態をつくりだす。｣（注：

ベータ・エンドルフィンは内因性モルフィンとも呼ばれ、いわば麻薬のような働きをする、

快感ホルモンである。参考情報①参照） 

他にもどのような際にベータ・エンドルフィンが分泌されるかを調べると、アルコールを

飲んだ際にも分泌されるそうです。（参考情報②参照） 

さらに調べますと、京大の伏木亨教授が下記のような 

ことを言っておられます。「世の中には、無茶苦茶お 

いしい物が 3つあります。それが『油』と『砂糖』と 

『出汁』。『病みつきになる』つまり『中毒』になる物 

は、全てこの 3つからできています。例えば砂糖と油 

が一緒になるとケーキ。油と出汁が一緒になるとラー 

メン」。しかも、この 3つのいずれかを食べるとやはり 

脳内にベータ・エンドルフィンが分泌されると同教授は言っておられます。（参考情報③参照） 

 以上私の調べた範囲で整理しますと、登山、アルコール、油、砂糖および出汁の 5要素が、

ベータ・エンドルフィンの分泌を促進するようでした。ここまで来てハタと、ある人物の行

動パターンに思い当たりました。その人物の行動パターンを説明しますと、ほとんどの場合、

下山後、まず缶チューハイでアルコールと砂糖を補給します。その後、おもむろにラーメン

で油と出汁を補給し、至福の表情を浮かべるのです。ここでよく考えてみると、な、なんと

上記の５要素のすべてが満たされているではないですか！しかも、その人物は「ビールより

も缶チューハイが美味しい。」「山で食べるラーメンは最高！」とかよく言っています。私も

ビールと缶チューハイを飲み比べた結果、確かに缶チューハイの方が数段、美味しかった。

また、私も山でのラーメンに魅せられ、よく食べるようになりました。このように自ら気が

付かないうちにベータ・エンドルフィンにどっぷりとはまっていた人物は、私をもどっぷり

とベータ・エンドルフィンにはめてしまいました。私はこの快楽地獄から、しばらく抜け出

すことが出来なくなってしまいました。それどころか、気付いたらその人と一生付き合う状
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況に陥っていました。 

私が山の会に入った一番の理由は、ダイエットの為ですが、これは未だもって実現できて

いません。しかし、一緒に協力して生きて行ける人に出会えたのは、非常に幸福だったと感

謝しています。 

 

 

 

 

 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

参考情報 

①「有酸素運動」とベータ・エンドルフィンに関して

http://www2.health.ne.jp/topics_f/2003101.html 

②「アルコール」とベータ・エンドルフィンに関して 

http://www.taishukan-sport.jp/d00/002/00200005.htm 

③「油」と「砂糖」と「出汁」とベータ・エンドルフィンに関して 

http://www.nttcom.co.jp/comzine/no015/wise/ 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※足立さんは 2011 年 12 月に、仕事の関係で山口に戻られ、 

ちば山の会を退会されています。 

http://www2.health.ne.jp/topics_f/2003101.html
http://www.taishukan-sport.jp/d00/002/00200005.htm
http://www.nttcom.co.jp/comzine/no015/wise/
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花への想い  

 

                               たけした みよこ  

 

厳しい大自然の中で、けなげに花を咲かせている高山植物に会いに行くのを、何よりの楽

しみにしています。青空を仰ぎながら、花の群れの中に身を沈めて、花と語りあえることが

できたらいいのになぁ～と時々思ったりしています。 

“シラネアオイ” は日光白根山周辺一面に咲いていたことから名が付けられた和名：白根

葵と言い、日本固有種のひとつであることを知りました。 

紫、薄紫、薄ピンク、白色など 10㎝ほどの大型で美麗な花をもっており、その姿は日本の

母、肝っ玉母さんを思わせるような雰囲気を持っています。まさに日本を代表する植物と言

えるのではないでしょうか？“シラネアオイ”ファンが多いのには、うなずけるような気が

します。 

阿弥陀が池や座禅山斜面に群生して咲いていたシラネアオイの花は、盗掘によるものと、 

増えすぎた鹿の食害が追い討ちをかけて、激減したと言われていますが、そもそも鹿が増え 

たのも元をたどれば人間の勝手な森林伐採によるもので、自然体系のバランスが崩れた人災 

と言えます。現在は「シラネアオイを守る会」により復元活動が行われているようですが、

元のように群生して咲く姿を見られるのは何時のことになるのでしょうか？ 

 

第 2位の高峰、北岳では北岳固有の“キタダケソウ”の花が、まだ残雪の残る梅雨時の６

月下旬前後、この時期に限って山頂付近に咲いています。一度は見てみたいという想いで私

たちが登ったときは、行く時期が遅かったためか？花が早く咲いてしまったためか？かろう

じて一株だけテント場の脇で見ることができ「一株でも見られたので良かったね」と皆、大

満足でした。花は白色で花びらに細かく透き通った筋のようなものがあり、花弁は 10枚以下

で、何とも言えない気品があり、一度は足を運んでみる価値があります。最近は盗掘にあっ

て少なくなっていているようです。アポイ岳周辺にはキタダケソウの花にそっくりな“ヒダ 

カソウ”（花弁が 10枚以上）が分布しているらしく、ぜひお目にかかりたいと思っています。 

 

私の故郷、栃木県足尾町の庚申山には天然記念物の“コウシンソウ”の花が咲いています。 

岩場の日の当たるところを好み、わずかな湿り気が生育条件になっているらしい。岩場に張

り付くようにして咲く、小さくて薄桃色の可憐ではあるが地味～な花で見つけるのに難儀す

るほど目立ちません。どうしてこのような岩場に咲くことができるのだろうか？と不思議に

思いましたが、なるほどそれは葉の内側に粘液を出して小さな虫をとかして吸収するのが特

性の食虫植物であったのです。山には山の生き物の掟があるようです。 

この時期はコウシンソウとは対照的にユキワリザクラのピンクの花が目立って咲き、庚申

山荘の裏には華やかな“クリンソウ”が群生して咲いていて圧倒させられます。 

何度も足を運んだ思い出深い故郷の山です。 
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“ツクモグサ”はごく限られた山にだけ分布する花で、八ヶ岳の横岳付 

近に咲いています。薄黄色で全体を覆う白い産毛のような毛が生えた時が 

この花の最も美しい姿で、まるで、とぎの国に迷い込んだ妖精が住み着い 

ているのではないかと見入ってしまい、しばらく傍を離れられないほど感 

動したものでした。梅雨時に咲くことでもあり、中々一番いい時期に見ら 

れないことが多いらしいが、私たちは最高の時期に会うことができました。 

「ツクモグサを愛でる１泊コース組」と私たち「日帰りソマ添尾根コース 

組」が横岳山頂で合流し、ツクモグサ談議に花を咲かせたときのことを度 

々思い出しています。横岳には所狭しと多くの花々が一面、足の踏み場も 

ないほど競い合うように咲いていました。 

 

白い花の高山植物の代表は、雪が解けた後のお花畑を一面白い花で埋め尽くす“ハクサン 

イチゲ”と“チングルマ”と言えるのではないでしょうか？ハクサンイチゲは背の高い草木 

なのに対してチングルマは地面を這うようにして育つ落葉低木であり、一面の群落をなして 

咲く姿は、それはそれは見事に人の目を引き付けています。 

 

高原に涼しいそよ風が吹き出す頃、チングルマの花の時期が過 

ぎ、花柱は始め束になった羽毛状から徐々に伸びて放射状に広が 

り、朝露にぬれた実が太陽の光を浴びてキラキラ輝いている姿に 

は力強さを感じます。綿毛のように広がった実は、やがて涼風に 

乗って散っていき、翌年に備えます。この実の形が子供の風車 

（かざぐるま）に見えたことから、稚児車（ちごくるま）から転 

じて“チングルマ”という名が付けられたとのことです。 

花を見せ、実を魅せ、葉は真っ赤に紅葉して観せ、時期を問わず 

に登山者の目を楽しませてくれるチングルマは、私の大好きな高 

山植物の一つです。立山では花弁が薄桃色の“タテヤマチングル 

マ”を稀に見ることができるようです。 

 

厳しい大自然の中で、花期が早まったり、遅くなったり、 

裏年だったりして思うようには目的の花には出会えないの 

が世の常なのでしょうか！！ 

だからこそ出会えたときの感動は大きく、心を癒されます。 

まだ出会ったことのない花、もう一度出会いたい花、何度 

会ってもウキウキする花を求めて、これからもたくさんの 

花々に会いに出かけようと思っています。 
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山との付き合い 

 

藤 新太郎 

 

「山が好きで、なにが何でも山に行きたい、という衝動にかられるような年齢を過ぎると、

山との付き合い方にも変化が出てくる。」と、ある人はいう。振り返ってみると、山に行き始

めたのが 40歳の半ば近く。それも子供と一緒に、丹沢あたりから始めたので、何かを犠牲に

して山に行くという気にならない。というよりも一人で山を楽しむという環境がなかったの

かもしれない。 

我が家は、夫婦共働きで、男 3人を育て、その子らもすべて結婚して出て行ったが、世間

によくある母の介護が残っていて、定年になってもまだ終わりが見えない。母は、58才の時

に脳溢血で倒れ、右半身不随のまま、すでに 92才になるが、まだ健在で、長男の私が家に引

き取ってからも、もう 27 年になる。 

 このような状況の中でも、まあ、よく山に行っている方である。 

北アルプスや八ヶ岳には、子供たちと一緒にテントを持ってよく 

登ったし、子供が付いて来なくなってからは、職場の仲間や単独 

で月一回以上は、山の空気を吸ってこられた。そして定年間際に 

なってからは、新たにクライミングにハマり、今では、週 1回、 

柏の葉の「ららぽーと」に設置された人工壁を、飽きもせずに登 

っている。「ちば山の会」」には、入って未だ半年もたたないけれ 

ど、本格的な沢登りやクライミングを教えてもらい、とても刺激 

的で楽しい時間を過ごさせてもらっています。体力的に、もう、 

縦走は無理だけれど、自分にあった山登りが、今後ともできれば 

幸いと思っています。 
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永遠の片思い  

 

熊 倉 容 子 

 

「ブナの木になりたい。ブナの木になって、山にいたい。」 

それが 10代の頃の、私の山へ想いだった。ただ、山に居たくて、３０キロのザックに生活の 

すべてを詰め込み、帰らないつもりで山へでかけたのは 18の春。 

山旅を続けるうち、原生林・天然林・人工林といろいろな森があることを知った。 

そして石灰岩・花崗岩…日本の山はその地質によりそれぞれ独特の雰囲気で存在している。 

冬の北アルプス。雪解けの東北の山々。鬱蒼とした屋久島の森。原生林の残る奥秩父。 

はっきりとした四季のある日本の山はどんな季節も美しく、私はどんどんその魅力にハマっ 

ていった。しかし…当たり前だが、一週間、二週間とどんなに山に籠っても…ブナの木には

なれなかった。 

わたつみの  神にたむくる  山姫の  幣をぞ人は  紅葉といひける 

古今和歌集。好きな、和歌。 

昔から、日本の森は海をも育てている。山に積もった大量の雪は、春になると里を潤しなが

ら海へと流れてゆく。雪が解けると蕗の薹、タラ、コゴミ、ウド、コシアブラなど山菜が芽

吹き、新緑の頃にはタケノコが楽しめる。それもすべて山の恵み。 

雪解けの山を歩くたび、私は山と、川と、海が水によって結ばれ そして自分自身もそこに

生かされているのだということを実感し、その恵みを噛みしめていた。 

そう、山は自分に数知れないほどのことを与えてくれている。それは癒しであったり励み

であったり、希望であったり…時には悲しみだったり。言葉にできないほどの大きなものを

私は山から与えられている。山の美しさ。そして神秘。そのなかに自分があることで、どれ

だけ潤いに満ちた人生を、生きられていることだろう！ 

そんな、山に、私は何を返せるのだろう。最近の私はそんなことを思いながら山を歩く。 
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地球にやさしく、自然の恵みを大切に 
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憧れの山 穂高への登頂 

室 昌美 

山岳会に入るとは、夢にも思っていませんでしたが、入会して早 10年。 

山を好きになるきっかけは、中学生の時の日光への修学旅行でした。戦場ヶ原をハイキング

してその美しさに感動し、高校生になってからアルバイトで貯めたお金で、もう一度戦場ヶ

原を訪れました。 

それからずっと、山への憧れを持ち続けたまま、大人になりました。あるとき新田次郎の

「孤高の人」を読み、槍ヶ岳や穂高岳という山の存在を初めて知りました。いつか登ってみ

たい！という気持ちが強く沸き上がりましたが、そんな高い山は、文字通り高嶺の花のよう

に、私の手に届くはずもありません。結婚、子育てと日々追われる生活でしたが、山が大好

きで、家族でキャンプやハイキングをしたりしました。 

そんな私に、初めて憧れの穂高にチャレンジするチャンスが訪れたのは、38 歳のとき。 

妹と穂高岳へ行こうということになり、上高地から涸沢へ出発。 

カレンダ−でしか見たことの無かった河童橋に感激。あいにく途 

中から雨が降り出しましたが、雨具を着て一歩一歩登っていたら 

妹が、「あっ、涸沢が見えてきた！」と叫びました。「おお〜あれ 

が憧れの涸沢！！」胸が高鳴り心ははやりますが、見えてからな 

かなか近づけません。ようやくようやくの思いで涸沢に到着した 

頃、雨も上がりました。雨上がりの涸沢の景色は美しく雄大で、 

うっとりと夢の中にいるようでした。涸沢小屋に宿泊し、翌朝早 

くから北穂高岳を目指し、南稜を登りました。 

今ではどうってことの無い、南稜の鎖場に肝を冷やし、本で読んだだけでは想像もつかな

い北アルプスの登山道に新鮮な驚きを繰り返しながら、ついに北穂高岳の山頂を踏んだ時の、

言葉では言い表せない感動。山登りをされる方なら、説明しなくてもきっとおわかり頂ける

でしょう。山頂に立って何分かしたら、突然雨が降り出しました。北穂高小屋に逃げ込み休

憩しましたが、ぽつりぽつりの雨は本格的に降り始め、やむ気配もありません。仕方なく小 

屋に停滞を決めました。奇しくもその日は私の誕生日で、朝まだ 10時頃でしたが、ビールで

乾杯、することも無いのでゆっくりビールを飲みながら山の話で盛り上がりました。 

翌日は昨日の雨がうそのように晴れ渡り、北穂高小屋のテラスから、大キレット越しに見

える槍ヶ岳にまたまた大感激。「これが槍ヶ岳か〜〜！！」と本当に心から感激したものでし

た。予定外に北穂高小屋に停滞をしてしまったので、その日は北穂〜奥穂〜岳沢〜上高地と

強行軍で下山。（初心者の私にはかなりきつかった！）ヘロヘロになって上高地発沢渡行きの

最終バスにギリギリ間に合う始末でした。 

それから毎年毎年、アルプスに登るようになりました。40歳を過ぎてから、Uさんの勧め

で、ちば山の会に入会してからは多岐にわたるジャンルの山登りを経験させて頂きました。 

こんにち、私が山を楽しみ、友人をも案内してアルプスに行けるようになったのも、ちば

山の先輩方から色々なことを教えていただいたおかげです。これからもずっと山登りを続け

ていきたいと思います。 
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我が三師匠の教え  

田 中 孝 平 

 

山を本格的に始めた昭和 43年(初登山は S41年)から、私の登山に大きな影響を受けた、「師」

と言える人は３名の方がおり、その方々は「姓に同じＫ」が付く山の師匠でした。 

最初の師「千◎山岳会 Ｋ氏」との出会いと、その教え 

まだ、山歩き程度しか知らない私にとって、この師との出会いこそ、山にのめり込むきっか

けを頂いた方で、とにかく野生的な方でした。この師からは登山の基礎と、山に何時も命が

けに向かう山屋の心と、野生の様な強さを教わりました。 

下界では、酒を呑んでは私の考え方を聞かれ、それに適正に答えられないと、「お前には山に

行く資格はない。死なないうちに山岳会を辞めて、ハイキングでもしてろ」が口から出る。

岩場に行ってアプローチから取り付きに辿り着けないと、その場で「帰れ、岩に登る資格無！」

でした。私にとって、この悔しさは言い様の無いもので、良く涙を流して辛さに耐えました。

しかし、このことが、私にハングリー精神を植え付ました。また、とにかく自然環境に強い

人で、冬山でもテント内は靴下を履かないし、雨や風雪で当時のテトロンヤッケや衣類が濡

れても、「着て乾かせば良い」と平然として居る人でした。私はこの師から、自然環境に強い

人が、最も山で強い人と教わりました。 

二番目の師「山◎同◎会 Ｋ氏」との出会いと、その教え 

私が 25歳位になり、辛うじて山を見極められる様になった頃、次に出会った師は、岩登りと

雪山を専門に行う、あの有名な同◎会の会員で、市原に勤務地のある５歳年上のクライマー

でした。この師からは北アなど 3000m級の山々で、冬山クライミングを遣るための対処方法

など、具体的に理論も含めて教わりました。例えば、本番の山で寒さに耐えて登るには、富

士山の８合目以上で北アの山行を想定したﾋﾞﾊﾞｰｸ訓練と耐寒訓練をやり、本番で何が有って

も耐え抜ける技と強固な闘志を養うことを教わりました。 

また、技術面でも力の作用などの理論を、手取り足取りで教わりました。この師からは、「目

標が高く厳しいなら、それに見合うより厳しい行動をして（例：冬の下界での半袖生活等）

目標に向かう心構え」を教わりました。 

三番目の師「市◎山◎会 Ｋ氏」との出会いと、その教え 

私が 20歳代中盤になると最後で最大の師に出会う事になります。この師は「鉄人の山屋」で

した。とにかく岩と雪山以外、「余暇は山を遣るのに邪魔」との考えからゴルフなどは、如何

に誘われても遣らないし、毎日が山へ想いを募らせている人で、例え自分の身に不利になる

事でも、山に差支えになる事は「ガン」として遣らない。受けない。相手にしない。意思を

はっきり言う。山の事ならば遣る事は徹底して遣る、損得は関係ない。資料の研究調査も徹

底して行いました。この師のように、鉄の意思は私には無理でも（銅も無理か）「アルミニュ

ーム」くらいの徹底した「徹人」の心構えを教わり、また生涯現役の心を受け継ぎました。 

今の登山界は「プロガイド」などから容易に登山技術を教わり、一人でも山に向かう事は可

能でしょうが、山への心構えや精神面での師匠が「皆さん一人々に」おられる事を祈ります。 
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自分にはアルパインだとか沢だとか登山のスタイルに対し拘りが一切ないんです。 

その時々にやりたいスタイルで山に登るのが楽しい。 

だから自分の中ではエベレストも高宕山も同一レベルなんです。 

ただ，アルパインをやる場合それなりの登攀技術がいるので，今フリークライミングに 

ハマっています。 

最近やっと仕事も落ち着いてきて山に登ろうとちば山の中を見回したけれども，なかなか 

しっくりとする相手が見つからない。 

やむを得ずちば山の外に目を向け，鷹取山や深川体育館などで色んな人たちと出会うこと

が出来ました。 

これからドタキャンを恐れず山に登るときにはちば山の中にも外にも募集をかけようと 

思います。（ドタキャンしたら許してね） 

イラストは今は亡き「岳登」と高宕山に登った時の一コマをイラストにしたものです。 

 （里山に登るときにはいつも愛犬と一緒でした。これからもたぶん・・・・・） 

いつか自分の登った山物語をテーマにマンガを描くのが自分の一つの夢です。 

 

 

 

 

永 田 勝 久  
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孫と富士山へ  

 

井 上 志 津 子 

 

還暦を迎え、山にも他のことにも何ができるか色々見直してみようと思っていた春、3.11の東

日本大震災で大津波が起こった。人も家も車も生き物も大地震と大津波と原発により、東北地方

が壊滅的な被害を受け、この国の普通で当たり前で安心して使っていた電気、ガス、水、空気な

どすっかり変わってしまった。多くの亡くなった方はもとより、助かった方も我慢の生活を強い

られお気の毒で、被災地に親戚も友人もない私は、会のボランティアに参加させていただいた。

ごみ分別の作業の後、新たなごみの山ができるのに暗澹たる思いになる。こちらは帰ればきれい

な街に住めることが申し訳ない。ボランティア参加で多くのことを見聞し、被災地各地の早期の

復興を祈らずにはいられない。 

  

山岳界全体で自粛ムードが高まり、ちば山でも 3月の山行は 

全て中止。「今年の山はどうなるのかなぁ」と思っていたら、 

4月になると次々山行計画が出て再開となった。 

マチガ沢の雪訓から冬山の基礎を学び、5月には残雪期の 

二王子岳に参加した。二王子岳山頂から飯豊連峰に 

「夏に行くわよ～」と挨拶。また、待ちに待った山菜山行 

に参加し、豊富な山菜メニューに目を見張った。 

6月、岩登り講習、7月沢登り講習に参加できた。西穂 

～ジャンダルム～奥穂の縦走では西穂本峰過ぎて 3000ｍ 

のツエルトビバークを体験させてもらった。月光で星が少なく見える程明るい景色にみとれ、写

真を撮ったりしていつまでも楽しんだ。雪の上高地ハイクの時から楽しみにしていた 8 月の飯豊

縦走は、大日岳より二王子岳に再会できた。素敵な人と多くの花に出会い、東北の山の暑さの中、

飯豊の清涼で美味しい水に癒された楽しい仲間との山行であった 

 

孫と富士山へ 

孫が「富士山に登りたい」「富士山に登って雲に触ってみたい」と言う。それではと筑波山へ行き

トレーニングをした。第 1 関門は無事通過し、2 回目のトレーニングは泊りの練習で、富士山と

鹿に会えるかもしれない雲取山にした。鴨沢からゆっくりと登った。鹿にも会い、水を汲み、小

屋に着いたのは予定より２時間過ぎていた。夜、小屋の外に出ると、雲海に富士山が浮かび、登

山者のヘッドランプがキラキラ光るネックレスのように、とても綺麗に山頂まで届いていた。翌

日の下山は、七つ石山方面へ。石尾根は見慣れた道。富士山もご機嫌に見え、孫と２人で「待っ

てろよ～」と叫びながら歩き、途中雲に触ることもできた。 

本番も天候に恵まれ、五合目須走口から入る。時間がありそうなので、小富士ハイキングで小手

調べをする。七合目までがなかなかで、とおもいきやいけてる山ガール 3 人組と出会いそこから

おしゃべりしながらスタコラ歩きとなり難なく大陽館に到着。翌朝 2 時半から歩き始めやっとの

思いで山頂に到達した。遥か下の雲海を見ながら食べるカップラーメンは格別。「1番高いところ

♪一万尺でビバークすれば 
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に行きたい」と言うので、「あそこだよ」と測候所跡を指差すと「あんな遠くまで行けない」と返

ってきて日本で１番高いところの三角点タッチは次回の課題となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53歳より山登りを始めて８年になる。45年という歴史あるすばらしい「ちば山の会」でこれ

からも学ばせていただき、あきらめないで少しでも進化成長していきたいと思う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

待ってろよ～ 富士山！ 

（雲取山頂にて） 

無事、富士山に登頂！ 
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石鎚山の思い出 

 

安 岡 敏 子 

 

中学一年の夏休み、当時東京の女子大へ行っていた従姉が高知の実家へ遊びに来た。ワン

ゲル部に所属していた彼女は私を石鎚山登山に誘った。小さい時から野山も庭のように遊ん

でいたが、夏と言えば川へ泳ぎに行くのが日課で、わざわざ遠路はるばる山登りを目的に出

かけるということはなく、遠足の延長くらいの軽いノリで同行することにした。 

早朝、従姉妹がハンドルを握るフェローマックスは山間の国道を軽快に飛ばし、登山口・

土小屋に着いた。完璧に登山者スタイルの従姉妹に引き換え、私は綿のＴシャツにジーンズ

にバックスキンのデザートブーツという中学生仕様。リュックには母手作りのお弁当とお茶

くらいの軽装で、疑う余地もないくらいの好天だったからか、従姉妹からは何の助言も無か

ったように思う。歩き始めても何と言うことはない普通の山道のように思えたが、そのうち

に予期せぬ鎖場が出てきた。真上に上るように見えるくらいの急斜面。従姉妹はさっさと取 

り付いた。鎖は修験者向きの極太で握力の限りを尽くさないと握れず、冷や汗をかきつつ付

いて行くしかないと背水の陣で登った（巻き道があることを帰路で知った・・） 

山頂小屋に着いたらそこはまだ頂上ではなく更に先まで行くことに。いきなり危うい岩場

の下りで一歩間違うと戻ってこられなくなりそうな高度感ある景色にゾクっとした。通称「天

狗の鼻」のピークも足下の岩場は結構な斜度があり油断できないし反対側は奈落の底だ。そ

の奈落の底ののぞきはスリル満点で、そうっと這って行ってはおそるおそる楽しんだ。それ

まで経験したことのない最高所からの眺めは雄大で素晴らしかった。 

小屋前の広場に戻ってやっとお弁当タイム。おもむろにお湯を沸かしてコーヒーを入れタ

バコをくゆらす従姉妹。無口でおっとり～の印象とはまったく別の顔が見えた。パーマをか

けたショートヘアがギリシャ彫刻のような美しい従姉妹の横顔を引き立て、都会の空気を漂

わせるオトナっぽい雰囲気がちょっとまぶしかった。 

カッパすら持たない無謀さだったけれど、1982mへの初挑戦は幸運にも無事楽しむことが 

できた。 

その従姉妹の父である伯父が昔々に石鎚詣をした時のこと。登山道を歩いているとそこか

しこから湧いてくるように蛙が出てきた。怖くなった伯父はそれ以来、栄養補給として餌に

潰した蛙を混ぜて鶏にやるのを止めたそうだ。石鎚山に上る前には懺悔をすませた方がいい

かもしれません。さもないと・・・。 

子供が小学生の時に再度一緒に登りましたが、やはり 

鎖場は危うそうなのでパス、天狗の鼻も眺めるだけにさ 

せました。 

あれから 40年あまり。ニッカボッカの麗人だった従 

姉妹はふくよかなおばあちゃんになり、私も鎖場くらい 

はアクセント程度、とこなせるようになった今日この頃 

です。 
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思い出の山 アイランドピーク 

 

杉 山 喜 代 枝 

2004年 5月、ヨーロッパアルプスのブライトホルン、アラリンホルン、シュミラウンなど

に、一緒に登った 5歳下の妹をすい臓がんで亡くしてから、私は山に対する考えが変わりま

した。8000mの山を自分の目で見てみたいと言っていた妹の願いを実行しよう、と思ったの

です。それからカラパタール、アンナプルナ内院、アイランドピークとネパールに出かけま

した。静岡出身で若いころ富士清掃登山に毎年の様に参加していました。それで高山病に対

する自信はあったのですが、アイランドピークの 200m の氷壁を登った（6000m）あたりで意

識が朦朧となりました。稜線上 180mの頂上のチョルテンが見えるのに、あと一歩が出なくな

り、チュクンに下山しました。下山後は元気になり、エベレストベースキャンプで３日間過

ごし、アイスホールも見て、エベレストへ登頂する４人の方の現場訓練も見て帰ってきまし

た。2009年 5月 13日~5月 24日のことです。アドベンチャーガイズのエベレスト[4名]，ロ

ブチエイースト[3名]、アイランドピーク[7名]登頂の合同隊の方達と一緒でした。エベレス

ト隊は全員登頂出来たことを、帰国後ブログで知りました。すばらしい方々と出会えた思い

出深い山でした。 

 

「エベレスト街道を行く」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エベレスト BC（5300m）より 

アイスホール帯を望む 

アイランドピーク（6180ｍ）を望む 

 

アイランドピーク(6000m)より 200mの 

氷壁を望む 



－98－ 

 

―単独行の楽しみ― 

日本の山の成り立ちについて   

古 関 敬 

 

初めに昨年の思い出の写真を紹介します。H22.10.03～07で紅葉期の北アルプスに単独テ

ント泊で行きました。（焼岳⇒上高地⇒涸沢⇒奥穂高⇒北穂高⇒上高地、乗鞍岳）。涸沢に 2

泊しましたが、両日とも天気が良く大変感動しました。山の会のみなさんには見慣れた光景

なのかもしれませんが、紅葉の盛りの涸沢に行ったのは初めてで、紅葉の美しさに心を奪わ

れました。この写真は H23 の年賀状に使ったものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ちば山入会前の私の山行パターンは、多くは単独のテント泊縦走です。100 名山を中心に

その周辺を 1泊～4泊程度で歩いていました。山域はやはり北アルプスが多いです。 

単独行の良いところは、第一に自由に予定が立てられること。思い立った時に出発できま

す。大抵は天気予報と仕事の予定とにらめっこして何とか隙間を見つけることで、出発の 2-3

日前に確定することが多かったです。入山後も行く方向の変更など自由自在です。登山計画

はコースマップを見てかなり欲張ったハードな計画を立ててしまうのですが、山に入ってか

らは体力が追いつかず、計画を変更することも良くありました。 

単独行の第二の良さは、一人の時間が十分取れ、日頃考えられないことをいろいろ思い描

くことができることです。これがとてもよい。場所が大自然の中ということもあり、自由な

発想がわいてきます。これまでの自分を振り返ったり、日頃は不思議と思わなかったことに

注意が向いたりします。例えば、風が強くテントが激しく揺れるときは“なぜ風が吹くのだ

ろう”“風にゆらぎ（息）がなぜ起こるのだろう”などとあれこれ考えてしまいます。夜にテ

ントの中でお酒を飲みながら、いろんなことを思い描き、あれこれ考えるのも実に楽しいも

のです。 

尾根歩きや山頂で一休みして周辺の山並を見渡した時に、 「日本はなんて山ばっかりな

のだろう」「この山の岩や石は、どうやって出来たのだろう」などよく思いを巡らせます。 

「峠」の文集の中では指向を変えて、日本の山の成り立ちなどを書いてみたいと思います。

（素人なので、思い込みや間違いがあると思います。御容赦下さい。） 

日本列島は世界的に見て、地学的にも気候的にも特殊な土地です。日本列島は 4つのプレ
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ートの合わせ目にあります。東日本は北アメリカプレート、西日本はユーラシアプレート、

太平洋には太平洋プレートとフィリピン海プレートがあり、相互に押しあっています。この

ような場所は世界広しといえども、日本列島しかありません。また日本の大地のほとんどが、

プレート運動により海底の堆積物や、海山が次々と押し付け(付加体と言うらしい)られたこ

とで出来ています。元の大陸であったところは、日本のほんの一部分のようです。伊豆半島

が日本にぶつかったことはよく知られていますが、同様に丹沢や南アルプス、北アルプスの

南部などもぶつかって日本列島にくっついたとのことです。これにプレート摩擦による火山、

火成活動が加わり、日本列島は場所によりいろんな地形、地質がみられるのです。 

気候的に見た場合でも、これまた日本列島は特別な場所となります。世界一の豪雪と強風 

の地域なのです。日本海に流れる対馬海流（暖流）からの水蒸気が、冬場のシベリアからの

冷たい季節風で冷やされ、日本海側にドカ雪を降らせます。またこの季節風に北半球のジェ

ット気流が相まって、山の上では強風が吹くことになります。この気候的な特徴が、山地の

浸食や植生に大変影響しているのです。 

このような特殊な地域にある日本の山々は、隆起と浸食で作られました。プレートのぶつ

かり合いのひずみによる褶曲や断層、プレート同士の摩擦による噴火・火成活動が隆起の原

因でしょう。そこに多雨や豪雪・強風による風化，氷河の侵食で、現在の美しい日本の山々

を形成していくことになったのです。険しい山容の北アルプスは浸食活動が進んだ山脈。ゆ

ったりとした山容の南アルプスは中程度、なだらかな阿武隈山地などはまだ若い山脈なので

しょう。 

日本の山の多彩な景観（岩壁、山稜、カール、残雪、雪渓、高山植物など）の成り立ちは、

大変興味深いものです。このような多様性を持った山岳は世界でも日本だけなのではないで 

しょうか。山の成り立ちや岩の成り立ちがわかってくると、人類の歴史を超越した大自然の

営みの大きさに心を奪われます。その造形美に神々しいものを感じます。元々日本人が自然

に対して神々しい気持ちになるのも、この大自然への畏敬の念が根本にあるのでしょう。日

本に生まれ、日本の山を山行できてよかったと思います。 

今回は一人での山行をしているときに疑問に思っていること 

の中から、日本の山の成り立ちについて書かせてもらいました。 

ところで、一人での山行の良いことも多いですが、仲間で登る 

のもまた楽しいものです。 

これまでも山を一緒に行った友人とは、そのつど友情関係が深 

まっていったと思っています。“山登りの仲間を増やしたい”、“沢・岩など領域を広げたい”

これがちば山に入会した動機です。みなさんとワイワイとした山行もしていきたい。フィー

ルドを広げたい。5年後にどのような山行をしているのか楽しみです。 
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ちば山入会への想い  

樋 口 博 文 

 

１．ちば山に入会した経緯  

登山歴は大学 1年生から始まった。もともと弱体で、人並みより少し優れているものとい

えば長距離走か。走るだけじゃつまらないので、登山をやろうと思った次第。学生時代にこ

だわったことは山行日数で、山行日数を増やすことが第一であった。事実、私の学生時代は

「年間山行日数 100日」が１つの目標だったので山行日数（山行回数ではなく入山日数）を

競っていたし、それが自分への評価になった。山行日数を稼ぐためにはテント縦走。その為

には長期間縦走できる持久力、重荷を背負いつづける身体と忍耐力が求められる。合宿とい

えば 25ｋｇ越えのザック重量が当たり前だった。冬山となると 33ｋｇを越えることもあった。 

社会人になってからもその傾向はかわらず、ただ、単独行が多くなった。その最終目標が、

夏の白馬岳～槍ヶ岳のテント縦走だが、達成できていない。冬の縦走においても単独行では 

自ずと限界が見え、私の山行はマンネリ化し、行き詰まった。そして、家庭を持つと成り行

きで登山から離れて行った。 

一方、職場で同じく登山が趣味の同僚たちが、着実に山行日数を増やし楽しんでいる姿が

羨ましかった。そして 4年前、私もやっと家庭が落ち着き、満を持して登山を再開した。体

力も著しく低下しているので、これを機に体力 UPをはかるために本格的なトレーニングを始

めた。まず、登山の再開にあたっては、中・長期計画を建てた。中期計画の目標として 3ヶ

年計画で頸城山塊の雪山（春山）を縦走することとした。具体的には夏や秋に偵察山行を行

い、春山で少しずつ頚城の領域を広げていく。雪山縦走で距離を稼ぐためには山スキーを利

用した。2年目の GW前に、エスケープルートを確保するために、笹倉温泉から一の谷に沿っ

て焼山を詰めて、焼山から火打山を縦走する山スキーテント縦走計画を実行した。その時に、

今の自分の登山技術の限界をつきつけられた。まず、山スキーでクトーを使えないこと、ス

キー稼働率をあげられないこと。次に焼山直下の岩稜帯の登りで（結果的には無理やり夏道

を登ろうとした私が悪いのであるが）スキー板を岩に引っ掛けて滑落したこと、さらに胴抜

キレットの先で、ナイフリッジの登りが現れた時に、アンザイレンが必要と感じたこと。上

記 3つの体験から、独学はやめ、山岳会でザイルワークや山スキーを学ぼうと決心し、Web

で「ちば山の会」を見つけ迷わず入会した。 

２．ちば山で私がやりたいこと 

「ちば山の会」では雪上訓練、沢登り講習や岩登り講習、さらに実践的な山行が次々計画

され実行されている。その山行回数の多さに驚いた。先ずはどんどん参加した。でも入会し

たての私の中には優先順位があって、習得したい順に雪山⇒山スキー⇒岩稜帯通過、といっ

たところ。雪上訓練を受講してとりあえず満足（次はコンテを習得したい）。次に軍刀利沢講

習を受けて、海谷山塊の岩綾縦走に参加 etc.・・・。とにかくクライミングの重要性を認識

する。ザイルワークの大切さも痛感。さらに、岩講習＆岩トレに参加、結果はもちろんぼろ

ぼろ。一方、ちば山をジャンル別にみるとアルパイン／沢／ﾊｲｷﾝｸﾞ・縦走／山スキー／トレ

イルランと大きく５つある。私が挑戦したいことは何か？ 楽しいだけではだめ、緊張感を
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持続できる登山がいい。恥ずかしながら登山界でのアルパインという言葉を知らず、調べて

みたりもした。縦走は飽きていることもあって、どうもアルパインに魅力を感じつつ、本当

にやりたいのだろうか？でも未知の領域かな。少し距離をおいて他の山岳会とちば山を比較

してみる。ちば山は沢と山スキーの活動が盛んであるが、私がやりたいことと温度差がある

ことに気づく。あっ、これだ。私が追い求め続けた山行が・・・。私のやりたいことが他の

山岳会でやられているではないか。どうもアルパインというジャンルらしい。 

そんなときに、ちば山から 7月海の日 3連休に、待ち望んでいた剣岳八ツ峰に誘われた。

不安はあったが参加した。下山後あらためておさらいすると、じわりと感動が。アルパイン・

ジャンルが最も楽しめる、達成感の得られる山行であった。無積雪期と積雪期で違った登り

を楽しめる、アルパイン・ジャンルで一人前になろう、一人前になりたいと固く決心。そう

すると、山の見方も変わってくるのかもしれない。たとえば剣岳に到る様々な尾根のつなが

りを観察するようになってくる。これまでの自分は、その域に辿りつくことはなかった。フ

ェースも見るようになる。そして文献で確認する。 

３．今後 

ちば山のアルパインクライミングを沢ジャンルや山スキージャンルのレベルまで、盛り上

げたい。前途多難かもしれないが少しでも実現できればそれで OK. 今は、この尾根をやりた

い、あそこのフェースを挑戦したいと候補が膨らむばかり。リードできるとさらに楽しそう。

レベル、経験ともに浅いが、とにかく飢えていることは事実である、岩登りやバリエーショ

ンルートに専念したいな。できれば太く長く、ときには細くても仕方ない。とにかく長～く

腰が曲がるまで、ちば山でアルパインジャンルをメインでやりつづけることをここに宣言す

るぞ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

入会前にたてた中・長期計画ですが、中期計画（3ヶ年計画）は今年の GWに達成しました

が、体力と時間が許す限り、雪山と山スキーのテント縦走にもこだわりたいです。長期計画

は継続実行中。雪山はアルパインと山スキーのミックスで、こちらも息長く少しずつどちら

もやっていきたいと思っています。でも繰り返しますが、あくまでも私のメインはアルパイ

ンクライミング！！！ 

毎年梅雨入り前の 5月と梅雨明け後の 7月に涸沢 BC.や剣沢 BC.でバリエーションルートに

通い続けられたらいいな。5月はアルパインと雪山のミックスで。7月は岩。厳冬期も BC.か

らアルパインと雪山のミックスをやっていけたらいいなと思う。 
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記憶に残る好きな山 

石 川 政 博 

 

ちば山の会の存在は、十数年前からその存在を知り、ＨＰなどから山行情報を垣間見て、

いつか入会し活動を夢に描くまま、個人的な山行を続け、ようやく 5年前のＨ18年に入会し

た。入会後、多芸多才な諸先輩のご指導を受け、古い装備も一部だけですが更新し、時々参

加させて頂いています。45 周年記念誌へ「記憶に残る好きな山」と山スキー、海外の山を寄

稿させていただきます。 

 

【石裂山・鹿沼】４～５月の花・桜・新緑が綺麗な頃に登った。少し岩場もあり、「お花見・ 

お弁当系の山行」にピッタリ。私はビールも飲める山行が好きで、3～4回、花・弁当・ビー

ルを山で楽しんだ。これからも「弁当・ビール持参で」登りたい山の一つである。 

【石割山・山中湖】10年前のちば山ＨＰに、好きな山のネット投票があり、石割山を投票し

た。見ているとその後、他の会員も投票され、票が増えたので、同志を感じ嬉しくなった。

低い山だが、東京で降雪した後など、雪の富士山のビュイーポイントだ。この山から富士山

の写真を撮るのが大好きです。山頂から富士山を見ながら下山でき、二十曲峠・パノラマ台

などの観光客が少ないのが気に入っています。ダイヤモンド富士が見える時期に、カメラを

抱え、一緒に登っていただける同好の士を、募集したいと思っています。 

【北穂高】初心者の頃、11 月上旬の北ア山小屋の最終営業日に合わせ、横尾から蝶へ登った。

山頂から槍穂高のモルゲンローテが見えた。一端下り涸沢の山小屋に宿泊。翌朝、涸沢から

再び、穂高の美しいモルゲンローテが見れたのを憶えている。 

北穂山頂からの槍を、写真に撮りたくて、その後、毎年のように北穂に登った。時期はやは

り 11月上旬が好きです。「ちば山の会」に入会後、菊池さんの記録を参考にし、初めて大キ

レットを越えに挑戦した。北穂までは雨の中を登り、山荘で一泊。天気予報通り北穂から槍

への縦走中は快晴に恵まれ、大キレットも無事に越え、槍を目指した。槍からの下山は台風

並みの豪雨にあったが、無事に下山できたことは幸運だった。 

【北ア朝日岳】北アルプスの夏山行で、蓮華温泉～朝日岳 

～白馬岳を計画した。朝日岳山頂近くで３人テント泊の計 

画が、蓮華からの最初の下りでバテ、花園三角点でテント 

泊となる。翌朝、起きるとそこはお花畑の中、とても綺麗 

でした。白馬岳で鉄柵に囲まれたお花畑を見て、あらため 

て朝日岳の良さを痛感し、朝日岳周辺の花に憧れ、その延 

長で栂海新道を知る。 

３年後、栂海新道を歩いた。木道も無く、人も少なく静か 

で花が多かった。朝日岳・栂海新道は「ちば山の会」の記 

録も多く、私も好きな道です。 

【平ケ岳】２０年ほど前の 3月下旬に、尾瀬北部の平ケ岳スキー登山を計画し、某大学山岳
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部経験者をリーダに仰ぎ、指導を受けていた。平ケ岳山頂は丸く、吹雪くとルートを見失う。

このリーダーが葦の木を数十本用意し、赤布を付け雪上に設置した。下山中に回収していた

ら、後発の別パーティから残置を要請され残した。ちば山入会直後の至仏山スキーはホワイ

トアウトになり、ＧＰＳの威力を知るが、ＧＰＳの無い時代では、葦の赤布などの目印は必

須と教えて頂いた。当時の山スキーは、ワイヤ式ジルブレッタで冬用皮靴を固定して滑って

いました。 

【至仏山スキー】 

ちば山に入会直後、至仏山スキーに今では古い幅広系の板で参加した。 

靴は迷ったので 2足持っていった。当日は悪天候。出発前に仲間の装備 

を見て、シールが古過ぎ効かないと予感した。オーバー手袋も小さめで、 

体力・技術の衰えと装備の老朽化から、転びまくり、遅れること甚だし 

く、パーティに大変な迷惑を掛けた。 

参加の 1週間前、ゲレンデを兼用靴で滑り、靴ズレが残ったのでこの兼用靴を嫌った。菊 

池リーダーの薦めに叛き、3年前に購入したハンワグの靴を選択。この靴は下側 3cmがプラ

スチックで固く、前後のコバをジルブレッタ金具で押さえて固定した。ゲレンデの試し滑り

は、兼用靴より劣るが、昔の冬皮靴よりは滑り易かったのだが・・・・。 

 

海外の山はヨーロッパアルプスのメンヒとモンブラン、ＮＺミルフォードトラック、米国

グランドサークル、ヒマラヤではゴーキョピークとエベレスト街道などに登った。 

思い出深いメンヒとモンブランを紹介したい。 

【メンヒとモンブラン】ネパールの岳友が、メンヒに登山した。影響を受けメンヒとモンブ

ランを計画した。メンヒは日帰りで簡単、モンブランは難しいと当時のガイド本にあり、メ

ンヒに登った。しかし私には違っていた。メンヒ登山の際、８本歯のアイゼンを使用する。

その日は岩の上に薄く氷が残り、私の実力では不安だったが、同行のパートナーが岩稜に強

く、指導を仰ぎながら登ることができ、パートナーのありがたさに感謝しながら、運良く登

り戻れた。モンブランはガイド無し山行で、初日はコース脇に落石を多く見たが、グーテの

小屋で一泊。翌日は早立で、登頂後はグランミューレ小屋側に下り同小屋で一泊。３日目は

下のロープウエーの下駅まで歩いた。モンブランはアイゼンで歩け、体力さえあれば登れま

す。メンヒに比べ、私には簡単な山と 30年前 30歳での印象です。BSニュースで、最近は登

山者が多く、入山規制される噂を聞き、規制の前にもう一度行きたい。 
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思い出の大冒険 

大木  裕見子 

 

山に登り始めて 1，2年経った頃、1人車で山に行ってみたくなった。 

つまり、首都高越えである。当時首都高は 1人で運転したことがなかったので、自分にと

っては大冒険である。 選んだ山は平標山。思い切って最高級カーナビも購入した。 

下調べも入念に行う。登山口に駐車場はあるか？照明設備はあるか？トイレは？コンビニ

は？下山後の温泉は？ 

8月初旬夜 9時出発、いざ出陣！身の引き締まるとはこのことか？（ちょっとオーバーい

やオーバーではないのだ。）最大難関の首都高はスイスイ運転クリア。話し相手はカーナビ君、

おまえはおりこうだね。この瞬間のためにチョイスした、大好きなサザンの♪希望の轍♪が

流れる中、美女木を越えて関越道の文字が目に入ってきた時は思わず｢やったぁー!!｣と大声

で叫んでしまった。お天気にも恵まれ、平標、仙の倉は気持ちがいい程の“草原の輝き”、 

高校の野球部の生徒達が、1人 1人挨拶をしてくれながら走り抜けていく。私は木道をゆっ

くりゆっくり。下山後の楽しみにしていた法師温泉は日帰り入浴時間をちょっと過ぎてしま

い断られてしまった。仕方なく苗場プリンスホテルのなんちゃって露天風呂に入りました、

トホホ・・・。 

山を登り初めのころは、山から帰るとひどい筋肉痛に悩まされ、ロボット歩行でトホホ・・・、

であった。あれから十余年、今年の夏は初めての飯豊縦走。歩いた、歩いた、よく歩いた。

下山後の翌日は仕事だけど筋肉痛なんてない。身体が軽い。思わずスキップ。登山者の身体

になったのかなぁと思うとうれしくて、またスキップしてしまった。 

さぁ、次はどこの山に登ろうかなぁ・・・。 
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恒例の芳が平スキーツアー  

いしばしきよみ 

 

ちば山の会では山スキーに行く会員が多くいます。毎年恒例の山スキー山行がいくつかあ

りますが、その中に 1月下旬に行く、芳が平ヒュッテに泊まって周辺を滑る一泊二日の芳が

平スキー山行は長く続けられている山行の一つです。 

芳が平ヒュッテに向かうには草津国際スキー場のトップ 

からスキーにシールをつけて歩き出します。 

全く人気のない銀世界が広がる中、草津白根山（2160m） 

に向けてシールを効かせて登ります。 

その年により、気候、積雪状態により、安全で楽しく滑る 

ことのできるルートを検討します。 

この周辺は新潟などのような豪雪地帯ではありませんが、気温が低いので高山では雪にな 

ります。白根山の山頂は北西の季節風に雪が飛ばされていますが、山の斜面はスキーで滑る

だけの雪はいつもあります。芳が平ヒュッテを起点に湿原を横断して尾根に取付き、雪に埋

まった志賀草津道路を横切り、池の塔山（2177m）にシールで登ります。そこから登って来た

尾根を滑り下りるコースがあります。この尾根は登山道ではありませんので、雪があればス

キーで登り、スキーで滑り下りることができ、山スキー初心者には安心して滑ることができ

ます。夜は芳が平ヒュッテのランプの明かりで夕食をいただき、山スキーの話で夜が更けて

いきます。 

下山は芳が平ヒュッテから草津国際スキー場に滑り下ります。ヒュッテからは雪に埋まっ

た、登山道があり、登山道に沿って滑り下ります。道幅は狭く、スキー競技のルージュコー

スのようなところもあるので、スピードを上げ過ぎないようにコントロールが必要です。無

事にスキー場に到着すると、無事にツアーが終了して疲れがドッと出てきます。 

芳が平スキーツアーは 10年以上も続けられている山スキーツアーです。その年により、積 

雪、雪質、天候、メンバーなど同じことは全くありませんが、山スキーを楽しみたい熱意は

全く変わらないので、10 年も続けられたのだと思います。これからも芳が平スキーツアーが

続くように新しいメンバーに期待したいと思います。 
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第 ４ 章 

東日本大震災 
と 

ちば山ボランティア活動 

ちば山の会における東日本大震災の 

ボランティア活動記をまとめました。 
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心のふれあいと組織の素晴らしさ 

（千葉県勤労者山岳連盟の東北被災地支援ボランテイア活動） 

 

                       鶴 田 秀 雄 

 

テレビや新聞で報道される被災地の惨状、被災者の苦しみを前にして「私たちも何かしな

ければ」という思いに衝き動かされるように、千葉県連も被災地支援活動に取り組んできた。 

あの日から 8 ヶ月たった現在も活動は継続中であるが、今までを振り返ってみたい。 

１．栃木県連に協力して気仙沼支援へ 

栃木県連がいち早く気仙沼地区の唐桑半島にベースを築き、支援活動を行っているとの情 

報を入手、千葉県連はこれに協力しようと理事会で決議した。4 月 7 日に第一陣として、当会 

の 10 名が唐桑半島に入ったのを皮切りに、5 月の連休まで 5 回にわたり千葉県連の 12 の会、 

延べ 111名が支援活動を行った。被災者個人宅からの家財道具の搬出が主な作業であったが、 

御家族の方と直接お会いして、御要望をお聞きし作業に取り組んだ。 

日本有数のマグロ漁業基地で、ホタテやカキの養殖地としても名を知られた唐桑半島の住 

民の方々の暮らし、海への思いの一端に触れながらの活動は心のふれあいと言ってもよい印

象に残るものであった。 

２．石巻支援へ 

5 月ごろから勤労者山岳連盟としての組織的支援活動が開始され、気仙沼地区は一定の見 

通しがついたので、関東近県の連盟（関東ブロック）はより多くの人手を必要とする石巻地 

区の支援に当たることになった。関東ブロックでは宮城労山と協議し各月第 1 週と第 3 週を 

統一活動日とし 11 月第 1 週まで 11 回、千葉県連は延べ人数 233 名（うち当会からは 29 名） 

が参加した。ビニールハウスや農地からのヘドロや瓦礫の撤去が主な作業であったが、夏の 

炎天下でも一人の落後者も出さなかった。6 月の第 3 週は総勢 52 名が参加し、確実に片付い 

ていく瓦礫に人海戦術の威力を感じ、石巻労山が手配してくれた宿泊所で他県や宮城県の連 

盟会員と交流を図るなど組織のすばらしさを実感する活動であった。 

３．これから 

 千葉県連の統一活動は 11 月第 3 週まで続き、12 月 1 月はお休みとし来年 2 月から再開する

予定である。現地に行くと、人手を必要とするところが、まだまだいくらでもあることがわ

かる。活動の内容は変わっていくであろうが是非とも継続していきたい。現地の方々もそれ

を望んでおられるのではないだろうか。 

千葉県連の統一活動とは別に、個人のつてで様々なボランテイア活動を続けていらっしゃ

る方が当会にはたくさんおられます。1 日の活動を終えて振り返るときの参加者の表情は、快 

心の山行を振り返る表情と全く同じだ。これがある限りこの活動はいつまでも続くと確信し 

ている。 

 

 



－108－ 

 

東日本大震災に対する「ちば山」の考え方 

                                        

会長 横山一隆 

 

3 月 11 日それこそ驚愕に値する大震災が発生した。地震とそれに伴う大津波は、誰もが今ま

での人生で経験したことの無い光景を目にすることになった。 

労山の関係者の中で、栃木県連の人達がいち早く現地に向かい、被災地の支援活動を始めた。

現地リーダーの森隊長と県連会長の広木さんとは旧知の関係ということで連絡が有り、ちば

山としても支援活動をスタートさせた。 

その後、千葉県連としても傘下の山岳会を統括し県連理事長の吉田さんをトップとして体制

を固めた。すでに現在まで 9 ヶ月がたち、当初ほどの大人数での支援活動は少なくなったも

のの参加者約 200 名、のべ人数は約５００人/日に近い規模の活動をしている。 

労山の連盟の中でもこれだけの支援活動を実践している県連は他には見当たらない。誇りに 

思って良いと感じている。 

当初より「ちば山」としての活動の位置付けについて議論があり、ミーティングをもって 

いくつかの結論を出した。  

１．支援活動は会の行事とは切り離し、個人の意思に基づいた活動とする。 

２．活動に当たっての行政の支援策や補助などの情報を調べ会員に伝える。 

３．「ちば山」は今回の件では迅速な行動をとり、尚且つ支援人員も多く、県全体の中でも重

要な役割を果たしているが、それをことさら外部に対する広報などはせず粛々と支援を

続ける。ある時期からホームページの表紙から災害関連の写真などはずしたのはそのよ

うな意味を持っている。 

４．現地で活動してくれた会員の資料写真や詳細な報告書は大切にし会員情報の共有化をは

かる。 

５．寄付や物品購入など個々の会員の考える、自分なりの支援を尊重する。 

 

以上の項目などを方針として決めた。他の会と協議したわけではないので、会によりそれぞ 

れ方針の違いがあるのは問題ないと思う。 

 

被災地支援活動に参加してくれた皆さんには感謝したい。一日も早い被災地の復興を願う。              
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山屋がなぜボランティアか 

 

小 倉 時 義 

 

最初は一般の寝泊まり場所がなくても生活出来るのは、山屋がぴったりと思い参加したが、 

被災地の現状を自分の目で見たり、被災地の方と話をしたりするなかで、 これは今だけの 

支援じゃなく、これから何年もの間復興が完了するまで、息の長い活動すべきだなと思った。 

唐桑地方の山岳会の活動は、ある程度組織ができ、活動方針や受け入れ体制も、しっかりで 

きてきたように思われる 。 

 

市原市の自然楽校（カービング仲間）では、ＮＰＯを立ち上げ、復興に役立つ活動をしよ 

うということになり、仙台市の仲間からの紹介で 仙台市蒲生区の被災家屋修復を支援する 

ことになった。この家屋の１階平屋の母屋は築 60 年くらい経ている。5 月には結婚式を挙げ、 

住居にする予定であった。また 400 年の先祖と 14 代続く住居には、槍や兜・古文書などが浸 

水したものの、奇跡的にみつかり文化財として調査や取材もあった。 

初回の活動日に、隣の家の庭に海岸からの流木（松の大木）が漂着し、重機でも動かせな 

いので切断してほしいとの依頼があり、かつてチエーンソーアートで、世界チャンピオンに

もなった栗田隊長が、この流木を切り刻んで、熊や鷲のアート作品を作った。これがＮＨＫ

ニュースに取り上げられ、東北のチエーンソ―仲間に広がり、流木アートの大会が開催され

た。流木アート大会は、被災地に久々の活気が戻り、活動の主旨「絆」が育ったように思う。 

被災家屋修復は、当初、半年かけて復旧を考えていたが、住居の主の新婚夫婦が、自分た 

ちも大工仕事や左官仕事をし復興を手伝いたいと、慣れない工具や道具を使って学習しなが 

ら、実践しているのを見ると、早い完成を応援したくなる。 

山の仲間には電気工事資格を持った方がおられ、また、里山仲間には大工知識ありの人も

いて、順調に復興の成果が見えてくる 復興住宅だけでなく、近所には電気器具取り換えや、 

床をはがして泥出を希望するお宅が多くあり、なんとかこちらも応援したいと思うようにな

っている。 

 

ボランティアに勢力を傾けるとその分、自分の趣味や日常を簡略して時間を工夫しなけれ 

ばならず、特に家族には迷惑をかけることになる。しかし復興は時間とタイミングが要求さ

れる。山は逃げないが、復興を待っている時間は今しかないと、自分や周りにも言い聞かせ、

併せて協力もお願いしている。 

以下、蒲生で４回の記録を添付する。 
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ＮＰＯ法人いちはら自然楽校 

 

「ものづくり支援活動」 

小倉時義・記 

 

【活動場所】宮城県宮城野区蒲生地区  

7月 4日  旧家の床 壁張り  【千葉４名】 

小倉時義／田畑友人:積田幸男／山岳会友人：長池康雄／会社友人：岡野勝治  

【宮城 6名】  吉田夫婦／地元ボランテア友人／京都学生と友人 

7月 5日    貸家の床 張り   【千葉 4名・宮城１名】 

7月 6日    安部家の床 はがし 【千葉 4名】   

 

今回は小倉の友人３人と男所帯で出かけた 山岳会友人は、石巻の農地 

ボランテアを 2・3日に済せ、現地集合した。ワゴン車に床材（楢の無垢 

材と杉板）を積み込み、市原 19時発 → 現地着 24 時。着いたら、先着者 

長池さんと京都学生の森君が迎えてくれた。 

 

7月 4日は 吉田若夫婦と友人たち若者も交え 主に壁張りを実施した。 

電気工事資格者は、屋根裏まで配線の引き回しなど。若夫婦は壁張りとタイル張りを実践し

て、大いに張りきっている。学生さんには貸家とボランティアハウスで、改造床張りを実践

する。 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

寝室の壁張りに張り 

きる嫁パワー 

寝室の押入れを 
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7月 5日 小倉は引き続き、無垢材で寝室の床張り。幅が狭く手間暇がかかる。 

積田・岡野 2名で貸家の台所・廊下の床張り、長池は電気工事と手分けする、京都学生は午

前は野菜類を企業から貰ってきて、ゼロ円で希望者に配布するボランテアを済ませ、午後大

工修行。夜は家庭教師で生活費かせぎしている。夕方、風呂の帰りに大雨にあった。 

夜トップガレージさんで 生麦酒を飲んで寝る。今夜もハエと蚊に悩ませられるので 建設

中の旧家に寝具を持ち込んで寝たが、悩みは同じだった。 

7月 6日 朝 5時に散歩しているご婦人と立ち話。少し離れた上流の団地の被災者だそう

だ。えらく共感していただいた。吉田裕也君の先輩、安部さんの父親の住まいも、被災した

ままになっていて、小倉以外 3人で床剥がしを手伝う事にした。他からもボランティアが応

援に来てくれ、安部夫婦も手伝い、床剥がしの後から、泥出し部隊に追われるように汗を流

す。さすが老人パワーも昼にはグロッキーぎみ、 熱中症の予防に昼休みを長くとる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

休んでいると、今朝がた散歩で会ったご婦人が、飲み物やおやつをたくさん持ってこられた。 

丁重に断るも、重いほどあり ありがたく頂戴することにした。お名前をお聞きするも名乗

っていただけなかった。「次にいつ来るの」と聞かれたので、17日別部隊でくる旨、返事を

した。今回も涙出るほど、有難い出会いである。 

15時くらいまで仕事をして 森君に頼まれたボランティア募金箱をカービングして、福島か

ら駆け付けた友達と写真を撮り、帰宅の途に就く。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
老人パワーで！ 
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建設資材を満載して現地に向かう 壁の取り付け！ 

建建屋復旧作業（室内を住める環境に修復して行く。） 
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東日本大震災支援 

爺の、一握りのちから 

長 池 康 雄 

 

うおっー！ このおぞましい驚愕を何と表現したら良いのだろう。 

一見、何の異変も感じられない気仙沼市内に車を進め左方のビルを覗いて“ここが市役所

か～”と、そして前方に目を移した時である。両眼に信じられない光景が飛びこんできた。 

大きくひしゃげ１階を抉り取られた木造家屋、めくられ陥没した店のシャッター、地に這

いつくばった瓦屋根、無残にへし折られたコンクリート電柱、波止場に乗り上げた大型漁船。

息をのむ惨状だ。道路は最低限の通行スペースが確保され、路傍に土嚢袋が並べられて、人々

の往来も見られるが街はかさかさとして埃っぽい。道は港に出るとすぐ通行止めとなり、北

向するすべての車がＵターンしてバイパス道に戻る。 

Ｒ45バイパスの長いトンネルを抜け唐桑半島へ右折して坂道を降ると只越漁港へ出るはず 

である。が、これは何という景観だ。小河川を挟んで建っていたはずの家々は土台痕を残し

て跡形も無い。わずかに山際の家が屋根を傾かせながらもかろうじて原形を保っている。湾

口の水門とそれを支えていたコンクリート堤はみごとに破砕されて散逸している。 

気仙沼市内に入って、ほんの半時の間に我々の肝は震え上がった。 

これが我ら千葉県勤労者山岳連盟ちば山の会メンバーが最初に出会った東日本大震災の爪跡

への挑戦第一歩となったのである。 

◎唐桑半島での活動 

唐桑半島は、三陸リアス式海岸にそって東北地方を縦断するＲ４５から１２ｋｍほど太平

洋に突き出した細長い半島で、背稜から凹状窪が海面に落ち込むいくつもの湾口に小さな漁

港があり各々数十戸の漁家を抱えている。昔日には“鮪の一本釣り”で勇名を馳せ、黒瓦、

赤瓦の豪勢な漁師の家の甍が写真家の良い題材になっている。気仙沼湾の深い入り江の口を

大島が障壁のように構えているので、近年は、これに守られて波浪穏やかな大島瀬戸で牡蠣 

やホタテの養殖が大規模に行われていた。 

唐桑半島の突端、御崎には「津波体験館」が 

置かれ、昔から三陸が受けた数々の津波被害の 

詳細な展示が行われているし、津波に関する警 

報、掲示板が随所に設けられ対津波防災意識の 

強い地方なのである。 

その三陸を襲った津波は通史以来最大の規模 

であったと推量される。その証拠を見た。 

鮪立（しびたち）地区網元の大きな構えの家 

から被災した家具調度類を搬出した時のこと、裏庭の納屋の中 2階から、江戸期からと思わ

れる木製の樽、盥、桶、わらじ、蓑など大量の古器を搬出した。これらはすべて塩水を被っ

て機能を失ったが、家人のおばあさんによれば、かつて三陸沖地震、チリ津波など幾多の津

波でもこの網元の家を浸すことはまったく無かったことなのだ、と。 
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小高い丘を通る街道から坂道を鮪立地区の集落に降りていくと、緩やかなカーブを曲がっ

たところから破壊された集落の全貌が目に飛び込んでくる。路傍の杉の木の高枝に漁網用ブ

イが絡まっている。津波の波頭が持ち上げたものである。恐らく海面から１２ｍくらいはあ

る。集落内の電柱の上部腕金に絡んだブイを見ても襲来した波の高さを実証している。 

防波堤は破砕され、海岸に面した家屋はコンクリート基礎を残して跡形もない。その３通り

奥の家屋は波の力で破砕され、1階は潰れたり抉られたり原形をとどめず、２階は屋の棟ま

でひしゃげ、めくられ、引きちぎられて、窓と言う窓は抉られて空洞のごとく黒ずんでいる。 

港内の海面には壊れた家の屋根が浮かび、流れ寄ったガレキに覆われて盛り上がっているし、

気仙沼港から燃えつつ流れ着いたという真っ黒に焼け焦げた輸送船の残骸が打ち寄せている。 

避難所のボランティアの案内役を務める網 

元の娘さんが住民の要請を整理し、我々を 

順番に当家に案内してくれる。家人もこれ  

に立合い、希望する作業の内容説明を受け 

て出来うる範囲で要望に沿った作業を開始 

するのである。 

被災住民の要望は様々で、位牌・記念品・ 

貴重品など家人が大切に思う品々の捜索、 

骨格のしっかりした家ではリフォームのた 

め家財すべての搬出、家の復旧は無理でも

漁網・漁具など健在な資機材の搬出、倒壊寸前の危険な家屋の破砕・撤去、健在な屋根材の

剥離・移動、コンクリート破損材など人力で動かせないガレキの搬出など実に多彩な内容だ。 

最後には、海岸に打ち上げられた木材など磯辺のクリーン作戦にも加わった。 

栃木労山の森隊長（造園業を営む）の持ち込んだユニック（クレーン付大型トラック）や

重機、大型土木作業用具などが多様なボランティア作業を可能にする最大の貢献であった。 

重機の操作や補助作業にはクレーン操作・玉掛け技術など専門性を有する作業が必要なのだ

が、小倉さんや四国の元消防手、私も若いころの経験が役立ってこれら大型作業を可能にし

たのだ。 

しかし、大半の作業は危険な半倒壊家屋の内深く侵入して、ごった返す家具・構造材・家

財をより分け運び出し、家人の要望する貴重材などを捜索するのは容易ではない。まったく

の手作業であるし、釘の踏みぬきや、ガラスでの切傷など小さな危険や、 

棟梁の落下など大きな危険に常に身辺に用心深く気配りしながらの作業 

である。天地転倒した家屋からの家財の搬出などでは監視人を配置し声 

を掛け合って作業するなど、本格的解体業さながらの様相であった。 

大量の漁網搬出などでは、危うげに斜傾した倉庫の屋根を破砕し屋根穴 

から内部に侵入して漁網を引出し、大勢の手送りで貯留場に運び出すと 

いう人海戦術も壮大に展開した。 

2階の瓦屋根上に絡みついた漁網を引き降ろす高所作業では、登攀経 

験が生かされたし、天地転倒した家屋の床（実は空を向いている）を 
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抉って貴重品を捜索する作業では、微妙なバランスの登攀技術が有効であったし、ロープ

を使って大物を引き出すには日ごろのロープワークも役に立った。 

ボラセン派遣のボランティアは危険な要素を持つ作業には手を出せない（実際に家周りの清

掃のみで引き揚げていた）ので、このような大型作業まで遂行してしまう労山のボランティ

ア作業は地域の方々から深い感謝を持って迎えられたし、知られると相当大規模な重機作業

も要望されるようになっていった。 

日を重ねるごとに我々の姿が地域に根付いて 

いって、道で目を合わせるごとに誰彼からと 

なく“ありがとうございます”と声を掛けら 

れるようになってくる。車の荷台にぶら下が 

っていても感謝の言葉が寄せられる。 

これを受けるのはとても“うれしい”。 

眼に入る大汗も苦にならないし、泥だらけの 

作業服もむしろ誇りのように思われる。 

私は、この唐桑半島に 3回寄宿した。 

「海岸亭」ＢＣや「折石」「半造」「御崎」「津波記念館」「鮪立漁港」・・何かと要望のうるさ

い“派手おばあさん”、心根の優しい“淑やかおばあさん”、何より剛毅な森隊長、海岸亭主

の広い心根、印象深い唐桑半島である。 

◎気仙沼市内での活動 

唐桑半島「海岸亭」ＢＣから 2度ほど気仙沼市内の民家に行くことがあった。 

１軒目は南気仙沼地区の住宅街で、屋根の下まで浸水した家屋の清掃作業であった。現地へ

到着すると既に一般ボランティアの若い人達が壁や床板のクリーン作業を実施中で、この中 

に加わって雑巾片手に壁に付いた海水の汚れを拭き落していく。 

こういったクリーン作業は結構手間がかかるしんどい作業なのだ。 

まず、浸水したあとは床下に大量のヘドロが残るので、床板を全て剥ぎ取り、30ｃｍほども

積ったヘドロを土嚢袋を手に掻き出す作業があり、その後石灰を撒いて床下消毒を行う。そ

うしておいて床張り、壁張り、間仕切り整備の工程を経て住環境を整えていくのである。ヘ

ドロ除去など業者に依頼できる仕事ではない。ボランティアの面目躍如だ。 

2軒目は気仙沼湾岸の漁家で大きな構えの邸宅であった。 

波に洗われたが骨格がしっかり残っており、リフォームの前提作業として屋内の造作を全て

更新するので、塩を被った家財の全てを搬出しなければならないのだ。 

漁家というのは家格や家財に重きを置く“しきたり”があるようで、大きな構えの家、豊富

な家財など驚くばかりだ。箪笥のなかに収納された大量の綺麗な和服など私たちの生活の次

元が違う感じがする。それにしても水に浸かった畳や布団や箪笥は難物だ。 

男 4人でようやく持ち上がる畳、頑として動かない箪笥の引出し、膨張した箪笥は打ち破る

しかないのである。絡みついた漁網も難物だ。 

市役所ボランティアも加わり、ネコ（一輪車）が激しく行きかい、大勢のボランティアがま

る 1日かかって 1軒の家財を搬出し終えたのであった。 
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◎石巻市内での活動 

最初、石巻に向かったのは「海岸亭」ＢＣに大挙して訪れた労山ボランティアへの対応上

の措置だったと思う。 

船山、東葛など県連メンバーと共に「石巻ボランティアセンター」に向かうことになって、

Ｒ45をひたすら南下した。このＲ45は三陸の海岸線を縦断するメインロードであるから、高

台を越え海岸入江に降ると壮絶な津波被災地に出て、無傷の高台を見て、また被災地に出会

う、といった状況をくりかえしながら石巻に入っていくのであった。 

石巻郊外の専修大学構内に置かれたボランティアセンターは巨大なものであった。 

広大な敷地に救援物資を格納する巨大なテントや、ボランティアのテント村も設けられてい

る。おそらく 1,000人を越えるであろうという一大ボランティア村である。 

大学棟脇に設けられた受付で申込し暫時待たされた後、送迎バスで石巻駅前広場へ輸送され

る。広場は大勢のボランティアで埋め尽くされている。我々のグループは「アモール」（スペ

イン語で“愛”）と命名された「アモール」チームは多様なボランティアを含む 100名くらい

の集団である。 

スコップ、一輪車などの工具はアメリカ軍からの 

援助物資だということですべて鼠色の軍隊色で 

ある。若いボラセン職員に導かれて 10分ほど離れ 

た市内繁華街に案内された。 

両側にレストランや酒場などが並ぶモールである。 

電化製品や家具や破損した材木など雑多なガレキ 

がどす黒いヘドロに埋まって狭い街路を埋め尽く  

している。ヘドロはタンカーから漏れ出た重油を

多量にふくんでおり、やや固まりつつあってどろ 

どろと光っている。今日の狙いはこの街路のガレ 

キ・ヘドロを除去して交通開放することにある。まず、電化製品などの大物の搬出である。

ネコ（一輪車）を使ったり大勢で抱えたり、“よいしょ、よいしょ”と見知らぬ同志が声を合

わせて集荷場まで運ぶと、軽トラックがやって来てどこか集積場へ搬送するのである。次に

小物に移り最後は土嚢袋にヘドロを掬い取って詰めていくのである。 

最初はスコップで掬いあげていたのだが、ヘドロには雑多な小物が含まれていて剣先が入ら

ないので、終いにはヘドロ内に手を突っ込んで雑物を引き上げるのである。 

肌に刺青の入った若者も泥にまみれ真っ黒になって 

ヘドロを掬う。夢中になって力みかえる若者たちが 

このうえなく頼もしく思えるのである。 

昼食はボランティアセンターから炊き出しがあ 

った。パン、牛乳、ジュース、くだものなど大量に 

用意されていた。我々は用意した握り飯が余って隣 

りの若者達に提供しおおいに喜ばれた。 

空が少し赤らむ頃、街路は大小の土嚢袋で埋め尽く 
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された。この搬出は他に任せて１日のボランティアは終了である。 

駅前のバス乗場へ向かう泥まみれ軍団の姿が印象的であった。 

 

6月に入り活動拠点は石巻市郊外の「水沼東部構造改善センター」に移った。ここは宮城

県連の設置したＢＣである。 

私は、ここに 2度寄宿した。ここでは唐桑半島とは異なり、石巻農協の要望により農地対策

が中心となった。 

1回目は、石巻市門脇地区の大型ビニールハウスのガレキ除去汚泥の搬出作業である。 

千葉から直接に現地集合する方法で始まった。 

ここは民家も連なる住宅地内のビニールハウスであった。5棟のハウス中 3棟は津波の圧力

で完全に潰壊しているが、2棟の本体骨組みはしっかりしているので原形に復旧させたいと

いうのが農家の希望なのである。ハウス内に流木や雑多なガレキが浸入し、泥で埋まってい

る。ハウスの一部には流れてきた車が 3～4台頭を突っ込んでいる。 

千葉県連各山岳会から多くの会員が参加して、まさに人海戦術の展開である。 

ビニールハウスと言っても空調設備やルーバーを備えた大規模な温室なのである。外側のビ

ニール幕だけでなく内側にも幾重にもビニール膜が掛けられている本格的な造りである。 

重量のあるものはキャタピラー付エンジン台車で引出し、ガレキはネコ（一輪車）に乗せて

捨て場まで“働き蟻”の群れのごとき人海戦術が展開された。ガレキに埋め尽くされていた

ハウス内は次第に広々と開けていく。しかし、細かいものも含むと土に埋もれたガレキは際

限もないように思われ、暑さに加えて気力まで土に埋もれていくように疲れ始める。しんど

い作業である。 

2日かけて、さしもの広いハウスが見違えるようにすっかり綺麗になった。 

ボランティアの面々にも満ち足りた思いが浮かんでいる。 

だが、塩を含んだ畑土は、これから気の遠くなるような徐塩作業が必要で、元の栄養豊富な

農地に返すのは容易なことではないのである。 

2回目は、石巻市郊外の石巻農協北上支所の管内で田圃の中に侵入したガレキの除去作業で

ある。北上支所前に集合して農協の担当者から作業説明を聞くのだが、その説明者も被災し

家は流されて親族も 4名亡くなったとのこと。悲惨ななかにも復興への気力がしっかりある

のだということが感じられる。 

場所はそこから 20分ほど離れた田園地帯であった。 

1枚 5反歩という整備された大きな田園地帯であるが、視線のかなたに見える集落が津波を

受けそこの家屋が流されて、この田圃地帯に流入したという。 

いったん生存者捜索で重機が入り、ガレキを田のなかに畝状に固めてはあるのだが、そのガ

レキを回収するために、重機が入れる田の道近くまで移動させておくのが今回の作業内容で

ある。 

田の中には屋根材がそっくり浮いて流れた大きなものや、家財の細々としたものまで累々と

積み並べられている。これらをネコ（一輪車）で、人力で、キャタピラー付きエンジン台車

で、田の端まで引き出していく作業である。 
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すでに日数を経過して半分埋まったまま乾燥している状態なので、掘り起こさなければなら

ないガレキも多い。 

水を含んだ畳は手強く、大きな屋根材はビクとも 

しないがロープを掛けエンジン台車で引っ張り、 

“せーの～”で声を合わせると、さしもの重量材 

もズズーと動き始めるのである。 

我々のあとにボランティアツアーの若い人達が 

大挙してやってきた。 

大勢の人がガレキを掴んで田のなかを列をなし 

て動きまわる光景は壮観である。 

みるみるうちに田は本来の広々とした景観を取り戻していく。 

我々も 2日間をかけて 5反歩の田、1枚分をようやく開放することができたのであった。 

◎仙台市内での活動 

仙台での活動は、小倉さんが趣味にしているカービングアートの仲間との繋がりで進めてい

る被災者家屋のリフォーム作業に関し、電気工事の必要から声を掛けられたものである。私

の前に沢田さんが同様に電気工事で支援活動を行っていて、まあ、その後任というわけだ。 

石巻支援からの帰途、村尾車に当地まで送ってもらった。 

当家は海岸から約 2ｋｍの地点だが、当家の海側に浄化センターの大きな建物があり、津

波の威力がこれで削がれたことで冠水はしたものの建物の損壊は小さくて済んだという。 

すでに床板、壁板の剥離と床下ヘドロ除去、床土消毒等は済んでおり、床張り、壁張りの大

工工事に入っている。 

作業は小倉さんの指導で、当家の若い息子夫婦もドライバーを持ち、ハンマーを振りかざし

て板張り作業に精出しているようだし、学生ボランティアのひとつの拠点にもなっていて、

私が着いたときも子供を含めて若い元気な声が響いていた。 

私に与えられた仕事は 3棟中の中央の棟の電気設備の復旧である。調べてみるとコンセント

やスイッチのプルボックスは全てヘドロが浸入し、器具も発錆して使用不能であるし高い位

置にある灯具にもヘドロが溜まっている。一見密閉されたボックスでも塩水の侵入を防ぐこ

とができないのである。器具はすべて取り換え、灯具の使用可能なものは内部汚れを拭きと

って再び取付けた。 

幸いに肝心のメインの配電盤は浸水していなかったので、ブレーカー等の機能復活は可能で

あった。 

最終の絶縁チェックをして停止されていた計量器を接続して通電する。電灯が点灯すると居

合わせた若者が歓声をあげた。 

最後の日、別の家の床剥離作業を行う。床板の剥がしはバールやノコを使ってバリバリと

やれるものと思っていたが、通常床張りの後板壁を張る工程で家は建つので、床板だけを剥

ぐのは板壁が邪魔をして結構大変なのだ。床にコンパネが使われているとこれは重労働。折

からの猛暑で全身汗だくの格闘であった。 
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【想うこと】 

このようにして、いくつかの被災地で、いくつかの作業を通じて、いくらかの被災者の復

興のお手伝いが出来たかなと思うが、実際に被災した方々のことを少し深く考えてみれば、 

元の生活に戻るために為さねばならない今後の苦心が、被災した当事者でない私自身にも容

易に想像できる。 

私が、支援作業で大汗をかいたと言っても、被災者にとってみれば一握りの力でしかない

のである。 

我々は束になってもっと多くの力で、復興を支えなければならないのではないかと思う。 

 

【活動拠点と記録】 

第 1回   4/7～10  気仙沼市唐桑半島レストラン「海岸亭」ＢＣ   3 泊 4日 

第 2回    4/15～18 気仙沼市唐桑半島レストラン「海岸亭」ＢＣ    3 泊 4日 

第 3回   5/5～8  気仙沼市唐桑半島レストラン「海岸亭」ＢＣ    3 泊 4日 

第 4回   6/17～19 石巻市水沼東部構造改善センターＢＣ       1 泊 2日 

第 5回   7/1～3  石巻市水沼東部構造改善センターＢＣ       1 泊 2日 

第 6回   7/3～6  仙台市宮城野区蒲生吉田邸            3 泊 4日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

唐桑半島のボランティアにて 

『 こ ぶ し 』 

津波が押し寄せた丘に 今年も 

白いこぶしが 輝いていた 

大丈夫 きっと一緒に暮らせる 

 

『 若 布 』 

瓦礫でいっぱいの防波堤に   

若布がゆらゆらと 揺れている 

湯がくと 変わらぬ鮮やかな緑  

口に含むと  

変わらぬ三陸の味だった 

『 ネガフィルム 』 

流された物置の 泥をかぶった箱の中に 

ネガフィルムがあった 

おさな児が 画面いっぱいに笑っている 

ジー爺と バー婆の顔もあり 

一家の幸せな一時を  垣間見た 

泥を拭いた箱の中に そっと戻して  

涙をぬぐった 

辻 本 喜 代 志 
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ちば山の会 45周年記念誌の編集後記 

 

ちば山には、特別、誇れはできないけれど、人を引きつける魅力ある、素晴らしい山行記

録もある。ＨＰを見て入会希望者がくるのは、活発な活動記録に魅かれるからではないのか

と推測している。こんな活動を記念誌にまとめ上げれば良いじゃないかと主張し、7 月頃か

ら編集委員に加わった。 

編集方針は、「ちば山の会」のＨＰにある 2007 年から 2011 年までの山行記録をメインに、

山岳事故の事例、ボランティア活動、会員からの寄稿文の４カテゴリー。またレイアウトは

Ａ４の見開きで、豊富な写真によるビジュアル化。この考えの元、先走りに先走り、作業を

勝手にドンドン進めてしまった。予算は 10 万円！。「どうしよう、ネットで安い印刷会社を

探しても、40～50 万はする。」 そこで以前から温めていた「ＨＰに会報を掲載し、会員が

自由に取り出せるようにしたい案」から、記念誌をＣＤ-Ｒにして配布すれば安価でできる。

と発想転換し、編集会議で了承をもらい作業を進めた。 

しかしながら報告書はあるが写真がない。写真があるが報告書がない。報告書がダラダラ

と長すぎる、何が言いたいのか解らない等々、遅々として進まない。その間、編集長に迷惑

を掛けた。写真の張り方もご存じないのに、よくそれなりにまとめられた。それに触発され、

再び作業に拍車がかかり、ようやく 1 月中旬に寄稿文を除いて完成した。なかなか気が向か

なかった寄稿文も全て読み、寄稿者の顔が見え、人柄を推測できるよう、独断で文章を纏め

させていただいた。（独断専横は平にご容赦願いたい。） 

記念誌は紙媒体ではなくＣＤ-Ｒとなり、味気なさを感じる方もおられると思うが、「これ

も時代の流れ」でお許し願いたい。 

Ｋ・Ｔ 

 

 

巷ではパソコン、携帯電話、デジカメ、スマートホンが溢れた時代となり、「ちば山の会」

に於いても、ホームページやメーリングを駆使した会運営に変貌してきている。過って山仲

間が集い、お互いの顔を見ながら語らったアットホームな会運営は、だんだんと色褪せてき

て、私の様な古い人間には、何とも寂しい昨今となってなっている。 

そんな折に仲間の一人より「４５周年記念誌」を作ろうと声が上がった、折しも運営委員

会を引き受ける羽目になり、その編集が今期の目標に一つになってしまった。参ったな！ホ

ント、過去に協会報を作って苦しんだ経験が甦り、本音は遣りたくは無いが、乗りかかった

船だ、後には引かずに、やるきゃ！ないか。・・かくして編集長を引き受けた次第であります。 

先ずは会員の中で何人の方が援護射撃をしてくれるか？と考え、編集委員会を立ち上げま

した。これには運営委員会のメンバーと、各部員から６名が手を挙げてくれたが、今一、寂

しさを感じたのは、運営委員という身内ばかりであった為に、本当に会員は作る気が有るの

かということだった。そんな折になんと会員から手が挙がったではないか・・石橋さんであ

る。・・役員以外で手を挙げてくれた！！人数の問題ではない、会員に作ろうと言う人が居れ

ば良いのだ、私は嬉しくなり、他の役職者を含めて編集委員会がスタートさせた。 
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月一の編集会議も会を重ねて行くと、今度は鶴田さんが、持論をぶつけて来た。そうして

内容がそんな会合に過っての例会を思いだし、「此れだよ、これ！こうして作る記念誌であれ

ば、きっとＩＴ時代に逆らうハード的に心のこもった冊子が生れてくる。」と信じるようにっ

た。編集を進めて行く過程で、辻本さんの参加もあり、会議では編集作業の持論を戦わせな

がら着々と進んできた。 

こうした中、会員の皆様から、沢山のエッセイ・山行記事・震災記事などを頂くようにな

り、内容が豊富になっていった。（皆様のご協力を、心から感謝申し上げます。）  

こうして「ちば山の会」 創立４５周年記念誌「峠」は生まれた次第であります。 

会員の皆さま方に、この「峠」17号が親しく読まれ、「ちば山の会」に所属し、活動した

証しとして、保存していただければ幸いです。 

編集長：田中孝平 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【会事務所所在地経歴】 

1967年（昭和 42年） 千葉市（中央区）道場南 201 千葉地区労事務所内 

1968年（昭和 43年）千葉市（稲毛区）稲毛東 2-6-9 

1969年（昭和 44年）千葉市（中央区）新宿町 

1973年（昭和 48年）千葉市（中央区）新宿町 1-1-19（吉田方） 

1979年（昭和 54年）千葉市中央区弁天町 5（鶴岡方） 

2008年（平成 20年）千葉市中央区春日 2-26-16（こめや荘 5） 

2010年（平成 22年）千葉市中央区新千葉 2-7-13 第二篠崎荘 103  現事務所 

峠 17 号 ちば山の会創立 45周年記念誌 

発  行：ちば山の会 （日本勤労者山岳連盟加盟） 

千葉市中央区新千葉 2-7-13 第二篠崎荘 103 

発行人： 横山 一隆   ／ 編集長： 田中 孝平 

 【編集委員・順不同】 

 広木国昭・鶴田秀雄・村尾憲治・住田伸夫・足立透・石橋きよみ・井上志津子 

【デザイン・レイアウト・ＤＴＰ】 

辻本喜代志 
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