
第 35 回東北・北海道地区集会（宮城蔵王） 
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福島支部会報第２８号 

（令和元年１０月から１２月の活動） 

 

 

あけましておめでとうございます。 
会員各位におかれましては、新年号初 
の新春を清々しい気持ちでお迎えのこ 
ととお慶び申し上げます。今年は東京 
五輪の年でもあり、賑やかな年になる 
と思いますが、五輪に負けず、支部の 
各種行事はもとより、全国支部懇談会、東北・北海道

地区集会等にも積極的に参加していただき「クラブラ
イフ」を大いに楽しんでいただければと思います。 
相変わらず登山事故が多発しております。今年も自

分の体力、技量にあった安全登山に努め、楽しい山行
ができることを祈念し、新年のご挨拶といたします。 
 

 

 
 
  
 
 

佐藤一夫支部長新年の挨拶 
 

10 月 5(土)、6 日(日)の両日、第３５回東北・北海
道地区集会が宮城県蔵王町で開催され、支部長以下
8 人が参加。宮城支部では今次地区集会のメーンテ

ーマを「蔵王古道」とし、初日の講演と 2 日目登山 
には古道復活の大いなる意気込みが感じられた。 
蔵王古道は今から 1,200 年前、奈良吉野で役行者

(えんのぎょうじゃ)が開いた修験道の流れを汲み、
当時の刈田岳(蔵王)と遠刈田温泉を結ぶ修験道が開
削され、その賑わいは明治政府の廃仏毀釈令を経て 

支部活動報告（2019 年 10 月～12 月） 

山行委員会企画 公募登山の実施 
平成 3１(令和元)年度「山行委員会(代表小柳安弘)」企
画による公募登山を実施した。 

  御神楽沢本谷ルンゼ 
日時：令和元年 10 月 6 日(日） 
蟬ヶ平登山口より湯沢→栄太郎新道→湯沢の頭→
デトスポンジ沢下降→本谷ルンゼ登攀→稜線→栄
太郎新道下山 

コースタイム  
蝉ケ平登山口 6:15 発→11:00湯沢の頭→11:15デ
トスポンジ沢下降→12:45本谷ルンゼ→15:15稜線
→19:00湯沢→20:45駐車場 

 メンバー：小柳、濱田、氏家(吾妻山の会)、深田、 
 北村(公募参加者) 
 

 
安達太良連峰・烏川左俣 

  日時：１０月２０日 7:00～12:00  
メンバー：小柳(CL)、濱田、氏家(吾妻山の会) 
大平、岩下、北村、佐藤(公募参加者) 

『今年最後の沢登りは安達太良で』を合言葉に集
合した７名が錦秋の沢を遡行。天気予報は【快晴】
であったが、時折吹く風と沸き上がるガスも気に
ならず、紅葉に包まれた烏川清流を楽しむことが
できた。今回は前週に下見をしているので問題な
く遡行、10:30 標高 1,380ｍ地点の土手よりヤブ漕
ぎを開始、10:50 に登山道へ出ることができた。 
  
                                               
 

当初御神楽沢基部で一泊の予定が雨のため前泊日帰りとなっ
た。御神楽初挑戦が３人、湯沢のスラブも見て欲しかったの
で蝉ｹ平登山口からのアプローチとした。当日の天候は小雨、
上部は時折ガスが流れ込み、晴れるのを待ちながらの山行と
なり、下山はヘッデン（ヘッドランプのお世話）となった。 

10/26(土)、10/27(日)の山行委員会による「沢納め山行」
は、大雨増水により山行のみを中止し、白河市西郷にある市
営キャンプ場での懇親会に切り替え実施。 
参加者は、小柳、渡部展、吾妻山の会１、白河山岳会員 3、
福島労山 1の計 7名で、深更まで登山談議に花が咲いた。 



会津蒲生岳登山 

秋田支部創立６０周年記念祝賀会 

南会津・斉藤山ふれあい登山支援 
毎年 10 月第 3 日曜日に開催(10/20)の南会津町長

野地区主催「斉藤山（標高 1,264m）ふれあい登山」
の後援団体として昨年に引き続き第３回目の支援登
山に取り組んだ。 

下山後は、昨年記念植樹した「ﾔﾏｻﾞｸﾗ」の生育状況
を全員で確認したあと、出発拠点の公民館（旧小学校
跡）で、婦人会による「豚汁」の振舞い、新米プレゼ
ント、農産物の軽トラ市などが行われ、その後は近く
の渡部（展）実家でおおいに歓迎を受けたことを紹介
します 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 月 19 日(土)、只見町にそびえる日本のマッターホ
ルン「会津蒲生岳」登山を実施、7 人が参加した。 
蒲生岳は当支部が過去 2 回計画倒れになった山で、平
成 29 年秋の「八十里越」、平成 30 年の「浅草岳」登山
の前哨戦として計画したが、天候悪化により断念を余
儀なくされた山。今回も出発前朝から激しく降り続い 

太平洋戦争末期まで続いたといわれる。 
蔵王古道は、地元「古道を守る会」がその復活に取り

組み、JAC 宮城支部が全面支援して 2 年前にほぼ全行
程が復活、全国から参詣の人々が訪れている。 

道々には、鍛冶の地獄、不帰の滝、浄土口、賽の河原
といった信仰の遺構があり、参加者はいにしえ人を想
い紅葉の蔵王古道を歩き切った。 

た雨も登山口についた時点で上がり計画どおり登山開
始した。標高８２８ｍ、千ｍに足らない低山だが登り甲
斐のある山である。途中、ヤシオツツジが咲き、ナナカ
マドは実だけ赤くなり葉は緑色。気候変動の兆しを感
じざるを得なかった。 

祠のある高台から望
む浅草岳。なぜか日
本一を誇った只見の
紅葉も茶褐色に色づ
き鮮やかさはなかっ
た。右は山頂での記
念撮影。(合成画像) 

令和元年１０月１９日（土）、
秋田乳頭温泉郷鶴の湯温泉別
館「山の宿」に於いて秋田支部
創立６０周年記念祝賀会が行
なわれ、当支部から、佐藤一夫、
小林正彦、三瓶恵子、菊池道彦、
力丸美智子の５名が参加。 
鶴の湯温泉は人気の宿で、秋

田支部副支部長佐藤和志氏が
経営者となっているため、参加 

ナナカマドの実 狂い咲きのヤシオツツジ 

蒲生岳から下山後は、明日の斉藤山(南会津町)登
山のため宿泊地「湯野上温泉」まで移動。途中、南
郷トマトで有名な山口集落を経由して高原野菜を
購入、投宿後は民宿で会津の酒で乾杯。 
 

者５４名の貸し切り開催となった。 
ＪＡＣ会長の祝辞に続き、佐藤和志副支部長から「山 



日本山岳会年次晩餐会 

 

山行委員会公募登山の実施 

 

星賢孝会員による活動紹介 

 

 

 

 

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

クライミングトレーニングの実施 

事務局からのお知らせ 

支部会報への投稿をお願いします
国支部合同会議に出席 事務局では支部会報の紙面充実のため「アーカイブス」の
コーナーを設け、皆さまの寄稿をお待ちしております。 

岳信仰と温泉」と題した記念講演と続き、その後本館
に移動して懇親会、名湯の季節料理と美酒を大いに楽
しみ、交流を図った。～「鶴の湯」は宿泊予約 2 年先まで 
翌２０日(日)は昨日までの雨も上がり、好天のもと

紅葉の小白森山、大白森の記念登山実施。 
下山後は人気露天風呂全国第一位の鶴の湯（混浴露

天風呂）で汗を流し帰路に着いた。 

 第2回支部役員会の開催 
11 月９日(土)13:30 から９名が出席、第 2 回支部役員
会を開催、平成 31 年度支部活動の中間総括と下半期
活動、令和２年度事業計画等について協議。 
今後の支部活動重点として、①会員の個人山行を含

め登山届提出を励行する。②支部専門部の活動強化を
図ることを確認した。 
 

 
青柳山荘芋煮会と霊山登山 

11/9 の第 2 回支部役員会に引き続き 1６:00 から霊
山直下の青柳山荘(青柳勲氏所有)で、昨年に続く３回
目の懇親芋煮会を開催、15 名が参加。青柳山荘は、日
本山岳会福島支部はじめ山岳関係者に無料開放中の
宿泊所。参加者が持ち寄った酒肴、手造りの料理のほ
か、食べきれない程のマグロの刺身とステーキ焼肉に
閉口するほどで、薪ｽﾄｰﾌの柔らかな温もりの中夜更け
まで人生談議に花咲く芋煮会となった。 
翌朝(11/1０)は渡邉敏雄会員から差し入れの新米の

朝飯を食べ、５名が霊山登山に出発。無線中継所跡～

望洋台～東物見岩～霊山城跡～護摩壇～宝寿台～登
山口までのコース。下山途中、熟年夫婦から「霊山城
跡に自販機はありますか？」との質問に一同唖然。俗
化に戸惑いながらも紅葉・初冬の霊山を楽しんだ。 

 

右は青柳山荘での懇親
会の一コマ。上は霊山東
物見岩で記念撮影 

山行委員会小柳ＣＬの提 
案で 11 月 17 日(日)9：00 
から吾妻運動公園内に設 
置されたボードでクライ 
ミングトレーニングを行 
った。講師は吾妻山の会 
（JAC 団体会員）の氏家氏が当たり、参加者は一般公
募の８名(女性 4)が 2 ルートから垂直の壁に挑戦、季節
風の中ビレーヤー小柳 CL の適切なアドバイスにより
初挑戦者の技量も大いに向上した。 

12 月 7 日(土)新宿京王ﾌﾟ
ﾗｻﾞﾎﾃﾙで年次晩餐会が開か 
れ、支部から 6 名が参加。 

JAC 特別会員である天皇 
陛下御列席のもと、今年度 
の物故会員報告の中で、当 
支部永年会員の故宮森常雄 
氏の功績(カラコルム山域 
調査活動)紹介があった。 
ご公務多忙の陛下は、途 

中退席されることなく、3 
時間にわり参加者とご歓 
談されていた。 
 

山行委員会年間計画に基づき次の登山を実施し
ます。公募登山ですが支部員の積極的参加をお願
いします。 
① 真野川アイスクライミング(初心者可） 

その年により凍る時期が不安定なため、日時は確定次
第お知らせ。ゲレンデから 10 分の「青柳山荘」に泊まり
込みで楽しめます。（一泊千円・暖房費等、薪ストーブあ
り）懇親会実施。懇親会のみ参加も可 

② 磐梯山東壁宮森ルート右岩峰（経験者のみ） 
3月8日(日)猪苗代町ミネロスキー場から入山・日

帰り。岩稜と雪稜のミックス壁登攀。会津高校OB
宮森常雄氏が昭和21年に初登の面白いルート。  
氷結の真野川      磐梯山東壁 
 

只見線だけを撮影して 25 年。只見線を 
中心に奥会津観光に取り組んでいる日本山 
岳会員星賢孝氏の活動を紹介します。会津 
郷土写真家として新聞やTV で大きく取り 
上げられ、海外から多くの集客を呼び込む 
など奥会津観光のパイオニアです。星賢孝 
氏へのエールとともに主宰のホームページ 
http://www.okuaizu.com のアクセスもお願いします 

上記のほか、2/1(土)支部新年会、2 月中旬万世大路氷柱
探索、2 月下旬安達太良山行、5/16~ 5/17 第 36 回全国支
部懇談会(宮崎支部主催)を計画、別途連絡文を発します。 

http://www.okuaizu.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大日岳に登ったとき 

ある山岳会に所属していたころ、夏が近付くと毎年のよ

うに遠征登山をどこにするか話し合うのが楽しみだつた。

遠征といっても特別の登山をするわけではなく、県外の山

に出掛けることをそう呼んでいたのである。 

昭和 52 年の遠征は飯豊連峰の大日岳に決まった。なぜ

大日岳に決まったか記憶にないが、登山口から 12 時間も

かかるオンベイ松尾根の急登に魅力を感じたのだろう。メ

ンバーの急病にそなえ、新潟県の鹿瀬町役場に町内の病院

の場所などを照会したから、不便な山に登るという緊張感

が強かった。これはそのときの回想である。 

計画は初日の8月5日に実川集落の先の登山口で車に寝

て、翌日 2128m の大日岳付近でテント泊、最終日は一気

に登山口まで下って福島にもどるという強行軍だった。7

人のメンパーの職業がさまざまだったので、それ以上の休

暇を一斉に取ることはむずかしかった。 

8 月 6 日は早朝に登山口を出発。湯ノ島小屋まで林の中

をたどり 3 時間半ほどかかったと思う。長いアプローチで

あった。車酔いのために前日の夕食を抜いた私はよけい体

にこたえた。湯ノ島小屋は一面の太いブナ林の中にあっ

た。古い小屋であつたが、プナが紅葉する 10 月下旬、黄色

い木もれ日を浴びながら写真を撮ったり、コーヒーを飲ん

だりしたら、想像を越える幸せな時を得られるだろう。 

湯ノ島小屋を過ぎると問もなく沢をわたった。笠掛山を源

とする沢らしい。激しい勢いで下る水は澄み、その水音を

聞き入るかのように岸に咲くソバナが美しかった。林はふ

たたびブナにおおわれた。ブナは胸高直径１m ほどのもの

もあり、樹齢は 400 年程度だろうか。 

やがて道は急になり雨がポツリポツリと落ちてきた。雨

具をかぶるほどの強い雨ではなかったが、先を行くA さん

のキスリングに乗せたダンポールが気になった。大切な食

料が入っていたからである。 

それから 3 時間は登ったであろうか。雨は止んだ。あり

がたいことに道の分岐から右に入ると清水があった。水の

うまさは例えようもなく、みんなで代わる代わる飲んでは

深いため息をついた。すぐ前にはヨツパヒヨドリが咲いて

おり、高貴な姿のアサギマダラが一心に蜜を吸っていた。 

地図によれば清水の名は月心(がっしん)清水といい、近

くに 4０㎝ぐらいの地蔵がまつられてある。当時はなぜ地

蔵がまつられたのか知らなかったが、後に五十嵐篤雄氏の

著書『飯豊道』に掲載されたエッセイ「次郎の墓」を読ん

で由来を知ることができた。 

それによると、地蔵としてまつられた猪俣次郎は実川集

落の農家に生まれ、若いころ石川県の寺で修業し法名を月

心と言った。実川集落に戻つてからは登山の案内もしたら

しい。 

昭和 27 年 7 月、五十嵐篤雄氏の友人が飯豊連峰の実川

渓谷を遡行した際、次郎は案内兼人夫として同行した。3 日

日、なにかが後で倒れる気配を感じた友人が振り返ると、

次郎はザックを背にしたまま激流に流されて行ったとい

う。一時間後に 300m 下流で遺体は見つかった。急病が倒

れた原因らしい。 

事故の 2 年前の昭和 25 年、飯豊連峰は国立公園に指定

された。その時次郎は先頭に立って苛酷な作業に従事し倒 

れた。藤島玄氏は次郎の功績を讃えてこの道を「次郎新道」

と名付けた。 

地蔵は3回忌に新発田市の石工に依頼して写真顔に似せた

旅立ち姿で制作され、次郎を慕った多くの岳人に背負われて

運ばれ、この地に安置された。 

しかし、最近のガイドブックや登山地図には「次郎新道」

の文字は見かけなくなった。次郎の功績をしのび、登山地図

であればコースの脇に「次郎新道」と書き添えたらどうだろ

うか。登山を志す人はその山の歴史に無関心であってはなら

ない。月心清水まで 6 時間も登ったのに、大日岳までさらに

6 時間も登らなければならかった。道の傾斜は一段と増して

きたようだ。見上げると先を行く仲間の靴底が全部見える。

見るとなおさら急に感じる。こんな苦行がいつまで続くのだ

ろう。 

雨霧が少しずつ薄れてきた。ようやくの思いで一服平のあ

たりにさしかかると、道のすぐ下のくぼ地にハクサンコザク

ラが咲いている。申し合わせたように全員がキスリングを放

り出すように下ろし、草地を彩るひとむら(一叢)の花に見惚

れた。だれも話さず、だれも動こうとしなかった。 

ここからいくらか道の傾斜はゆるんだ。右手を見ると深い

実川渓谷の向こうに三国岳、草履塚、御前坂の順に稜線が折

れ線グラフのように連なり、その最高点に三角錐の飯豊山が

あった。これ以上の展望は望めない。不意にオンベイ松尾根

を二度と登ることはないだろうと感じた私は、壮大な風景に

向かい惜別の情をこめてシャッターを切り続けた。 

牛首山の先にそびえる大日岳を目指し痩せた尾根を行く

と、さえぎるものはなにもない。登山道は飯豊山神社の神域

に入ったようだ。ハクサンシャジン、ハクサンフウロ、ウサ

ギギク、イワオウギなどが咲きそろう神も歩む尾根は、12 時

間の急登に喘いだ 7 人を十分にねぎらってくれた.そして、幕

営場所の惣十郎清水付近についに到着した。テントを張り終

えて、みんなで大日岳に登った。茜空の下で影絵のように見

えた飯豊連峰は、やがてゆっくりと闇に消えた。 

翌朝、飯豊連峰は快晴となった。真夏には珍しく大陸の上

空を離れてやってきた乾燥して涼しい高気圧におおわれた

ためである。朝食前にまた 6 人は大日岳に行ったが、私は残

って朝食を担当した。なんという空の青さであろう。まるで

秋のようだ。少し寒い。朝日を浴びた山並みの壁は影をつく

り、日前に連なっている。 

私はガスコンロとコッフェルを持ち、近くのお花畑で朝食

を作ることにした。ハクサンイチゲの真っ白な花が一面に咲

いている。花びらに乗った朝露が光っていた。山頂に行かな

かったかわりに手にしたしばしの静寂。こんな一時がなぜか 

うれしい。コッヘルは間もなく湯気を上げはじめた。仲間た

ちはまだ戻ってこない。 
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