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健康登山塾スタート

山岳界の小さな渦へ期待
群馬支部創立５周年の記念事業として、健康登山

この種の登山教室で

塾が４月12日から始まった。支部単独で取り組む独

は異例の応募数であっ

自事業である。この種の教室（塾）としては異例の

た。では、なぜ、一定

120人近い応募があった。選抜された第１期塾生25

の参加費が必要な健康

人と斎藤繁塾長ら医療スタッフ、それを支える会員

登山塾が予想を大きく

によるサポートスタッフが、11月まで赤城山系を中

上回る関心を集めたのか―。

心に合計７回の講座に取り組む。

理由はいくつかあると思う。大きな要因は「登山

募集用チラシの作成を受け、２月から塾生の募集

愛好家800万人」と言われている数字がまんざら推

を始めた。当初の計画では、募集人員は15人から20

測だけではないこと。（潜在人口を含めればさらに

人。公益社団といえども赤字は避けたいため、ギリ

膨らむのではないか）。この幅広さが、中高年の最

ギリの15人の参加費と支部からの持ち出しで当初の

大関心事である「健康」にリンクされたことだと思

予算を組み立てた。

う。さらに、忘れてならないのが、日本山岳会とい

20人となれば、余裕の運営ができるという淡い期

うネームバリューと斎藤塾長の経歴が醸し出す信

待を持ったスタートだったが、ふたを開けて驚いた。

頼・安心度。登山と健康の橋渡しを医療現場の関係

あとから、あとから応募が寄せられ３月末の締め切

者が務めるのだから、信頼・安心の面でも揺るぎな

り時には117人（応募後辞退２人）に希望者が膨れ

いものがあった。

上がった。

塾構想の当初から、登山愛好家の増加に加え、塾

希望者の男女別は男性が４割、女性が６割。年齢

生の支部山行への誘導→会員への勧誘も、もくろみ

は40歳代前半から70歳代まで幅が広く、平均年齢は

の中にあった。入塾の選考に漏れた人が会員になっ

58歳だった。山経験では初心者が７割を占めた。予

たという歓迎すべきことも起きている。日本の山岳

想を超える応募を受けて、急きょ、斎藤塾長と相談

界は組織人口の減少と高齢化が急速に進んでいると

し第１期の塾生枠を25人に引き上げ、４月12日の開

いう。この健康登山塾が山岳界に好循環をもたらす、

講式にこぎ着けた。

小さな渦に成長すれば、と願う。

（武尾

誠）

リレーエッセイ⑧「登山と呼吸」
山を歩きながら運動と呼吸の関係を実感する場
面は少なくありません。例えば、山の登りでは大

が、鼻のフィルター効果や加湿効果を諦めても、
抵抗の少ない口からの呼吸をしてしまうわけで

して速く歩いていないのに、口を開けて呼吸をし
たくなります。これは、少しでも呼吸の量を多く

す。
呼吸のための筋肉を鍛える運動として、マスク

するために呼吸の抵抗を減らしたくなる衝動で
す。
鼻を通して呼吸した方がホコリやばい菌が肺の
奥に入りにくく、空気の加温加湿もできるのです

をしてトレーニングをすることがありますが、実
は呼吸筋の鍛錬用の特殊なマスクも市販されてい
ます。「健康登山塾」でも登山における呼吸の大
切さを繰り返し強調しています。 （齋藤
繁）

日本山岳会群馬支部報

（2）平成30年7月18日

充実した創立５周年を迎え
公益社団法人日本山岳会

群馬支部長

北原

秀介

第8号

で 約70時 間 の 行 動 と な り ま
す。この事業は一人でも多く
の支部員が参加していただき
たく、ぜひ多くのメンバーで

群馬支部は、本年７月で５周年を迎えました。

それぞれの心に残る楽しい山

５年目からの具体的な活動としては、一昨年結成

行にしたいものです。

された「群馬県山岳団体連絡協議会」の組織団体と

もう一つ大きな事業とし

して「山フェスタ」や「8.11山の日in谷川岳」への

て、上毛新聞社から群馬県山

参加や協賛など、山岳団体としての活動があります。

岳団体連絡協議会が委託され

そして平成30年度は創立５周年記念事業として４月

た「群馬の山歩き130選」改訂出版のための取材山

から開始した公益事業としての「健康登山塾」があ

行があります。このうち群馬支部担当が36コースで

ります。当初は20人の募集で公告しましたが、100

来春までに終える計画のため、支部員一丸となって

人を超える応募があり抽選の上25人の塾生で開始

取り組まなければなりません。したがって、平成30

し、斉藤塾長（JAC理事）を含めた３人の医師と２

年度は６回の支部山行を含めて毎週のように山行計

人の看護師のもと、すでに４回を終え成果を上げて

画が成されており、山岳会の基本目的である「山登

おります。

り集団」としての活動が充実してきたと言えます。

７月からは新たな記念事業として８月11日に全線

これからは楽しい山行に加えて、体力と技術の向上

開通となる「ぐんま県境稜線トレイル」の完全踏査

を図るとともにソフト面での勉強会も企画し知識を

があり、黛副支部長と武尾事業委員長によって具体

強化することで沢登りや雪山など、より高度な山行

的な計画が練られ実行に移されつつあります。これ

を計画し実行に移せるよう進めていきたいと考えて

は６回に分けてのリレー踏査となりますが、11日間

おります。

群馬支部平成30年度通常総会
日本山岳会群馬支部は５月16日、前橋市中央公民

は塾生25人が全員参加、15人のスタッフが応援した。
11月まで残る５回にもフォローをお願いしたい。稜
線トレイルは７月の連休を中心に、計画を進めたい

館で平成30年度通常総会を開き29年度事業報告、会

（武尾委員長）。

計報告を承認。続いて支部創立５周年記念事業とし

【自然保護委員会】

て「ぐんま県境稜線トレイル（100km）
」の踏査、
「健

本年度は事業計画が多く自然保護活動を主催する

康登山塾」の実施、
「群馬の山歩き130選」改訂版の

には無理があるため、岳連や他支部のイベントに参

調査などを含む本年度事業計画案、および予算案を

加しながら、木暮新委員長の下で今後の活動方針を

全会一致で承認した。

決めていきたい（北原委員長）。

北原秀介支部長は「昨年は田中前支部長の逝去と
いうご不幸があったが、今年の春の叙勲では支部の

【山行委員会】

昨年は計画した６回の山行を全部実施することが

橋本勝会員が中小企業振興功労で受賞された。また

できた。今年は様々なイベントがあるが昨年同様６

130選の改訂版の調査執筆や健康登山塾、県境稜線の

回を計画している。このうち３回は宿泊を伴う共益

踏査など大変忙しくなるが、なるべく多くの会員が

事業なので親睦がさらに深められることを期待した

参加して事業を盛り上げてもらいたい」とあいさつ

い（田中委員長）。

した。
人事案件では北原秀介会長が兼務していた自然保
護委員長を木暮幸弘氏に交代する提案があり承認さ
れた。木暮氏は群馬県緑のインタープリター会長。
各委員会の活動計画は次の通り。
【事業委員会】

健康登山塾は予想を大幅に上回る117人の応募があ

った。４月25日に開講式、５月12日の赤城山登山に

このほか、初心者向けの座学（読図、スマホの活
用など）の実施、田中前支部長の遺稿集出版などが
報告された。
また、開会に先立って昨年の総会以降の新入会員
として宮川政治、島幹夫、木暮幸弘、田村和彦、川
端恵子、宇佐美文圭未、佐藤緑の各氏が紹介された。
資格審査は次の通り。会員数47人、出席28、委任５。
（書記

宮川

勉）
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平成30年度日本山岳会群馬支部年間予定表
行
公益 健康登山塾

事

名

第1回

共益 第1回支部山行
支部会計監査・役員会
公益 健康登山塾

第2回

平成30年度支部総会
公益 調査山行

期

平成30年7月18日（3）

＊29年６月末時点で決定している主なものを記載

日

場

所

内

＊会場等は予定

容

担

当

4月21日

群馬県庁・前橋公園

オリエンテーション

事業委員会
山行委員会

4月22日

浅間隠山

支部山行・取材（２コース）

4月28日

高崎南公民館

監査・総会準備

5月12日

赤城・鍋割山

登山講習

事業委員会

5月16日

前橋市市民活動支援センター

支部総会

事務局

5月19･20日

角落山、剣の峰と竜ケ岳

公益 群馬県山岳団体連絡協議会総会

5月28日

群馬県社会福祉総合センター
（前橋）

公益 調査山行

6月2･3日

日光白根山、四郎岳、燕巣山

協議会理事・会計
編集委員会

群馬県庁

講演「健康登山」
木暮理太郎コーナー

6月9日

群馬県庁昭和庁舎

岳連総会

岳連理事・参与

6月16日

赤城・利平茶屋

登山講習

事業委員会

6月23日

主婦会館（東京四谷）

ＪＡＣ総会

会員

6月24日

鬼怒沼、鬼怒沼山

7月1日

谷川岳

神事・イベント

支部長

7月7日

赤城・黒檜山

登山講習

事業委員会

7月8･9日

石川

基調講演・フィールドスタディなど 自然保護委員会

共益 ぐんま県境稜線トレイル全線踏査①

7月14･15日

鳥居峠から四阿山を経て毛無
峠・御飯山

共益 支部報第８号発行

7月18日

共益 第29回支部例会

7月18日

高崎南公民館

例会

事務局

共益 第2回支部山行

7月21･22日

上高地集中

支部山行

山行委員会

7月21･22日

北海道・層雲峡

講演会・懇親会・山行

共益 ぐんま県境稜線トレイル全線踏査②

7月28･29日

毛無峠から渋峠
（自転車と徒歩）

共益 ぐんま県境稜線トレイル全線踏査③

8月4･5日

渋峠から野反湖縦走

公益 山の講演会

8月6日

前橋中央公民館

8月10･11日

鳥取・大山

8月11日

谷川岳周辺（みなかみ町）

公益 ぐんま山フェスタ２０１８
群馬県山岳連盟総会
公益 健康登山塾

第3回

日本山岳会通常総会
公益 調査山行
谷川岳山開き
公益 健康登山塾

第4回

日本山岳会自然保護全国集会

日本山岳会全国支部懇談会

山の日記念全国大会
共益 第３回支部山行

6月８～ 10日
（8日は搬入）

編集委員会

写真展ほか

事務局

編集委員会

事業委員会
事務局

事業委員会
事業委員会
講演

根井
JACほか

上記イベントと併催

同上

ぐんま県境稜線トレイル開通

8月11日

山の日記念「21世紀の森まつり」

8月11日

21世紀の森（沼田・川場）

公益 山の日イベントin谷川岳

8月11･12日

谷川岳周辺（みなかみ町）

共益 ぐんま県境稜線トレイル全線踏査④

8月18･19日

野反湖から白砂山を経て三国
峠

事業委員会

共益 ぐんま県境稜線トレイル全線踏査⑤

9月1･2日

三国峠から平標山を経て谷川
岳縦走

事業委員会

公益 健康登山塾

9月8日

赤城・地蔵岳

9月15･16日

谷川岳から馬蹄形ルートで土
合まで

9月19日

高崎南公民館

第5回

共益 ぐんま県境稜線トレイル全線踏査⑥
共益 第30回支部例会
スカイビュートレイル
日本山岳会支部合同会議
公益 調査山行
公益 健康登山塾

第６回

自然観察会（埼玉支部合同）
共益 第４回支部山行

9月22日～ 24日 武尊山周辺

公益 健康登山塾

第７回

登山・ハイキング等
事務局
ぐんま県境稜線トレイル開通セレ 山行委員会
モニー
自然保護委員会

登山講習

事業委員会
事業委員会

例会
トレイルラン競技運営

事務局
（岳連）

9月29･30日

東京四ツ谷

10月6 〜 8日

尾瀬沼、原、皿伏山、アヤメ平

10月13日

赤城・荒山鍋割

登山講習

事業

10月13日

玉原

自然観察会

自然保護委員会

支部山行・取材

山行委員会

10月13 ～ 14日 玉原～尾瀬

公益 黒檜山家族登山とキャンプファイヤー 10月20･21日
木暮理太郎翁碑前祭・偲ぶ会

山の日イベントと併催

赤城・黒檜（少年自然の家）

11月3日

太田

支部長・事務局長
編集委員会

家族登山・取材

事務局・陸川
（語り継ぐ会）

11月17日

赤城・鍋割山

登山講習

事業委員会

共益 第31回支部例会

11月21日

高崎南公民館

例会

事務局

共益 第５回支部山行

11月23日～

丹沢主脈（1or2泊）

支部山行

12月1日

京王プラザホテル（東京新宿） 晩餐会

日本山岳会年次晩餐会
共益 支部報第９号発行

1月16日

共益 第32回支部例会・新年懇親会

1月16日

うたや

2月

千葉

木暮理太郎翁の足跡を語り継ぐ会総会 3月

太田

第33回支部例会

3月20日

高崎南公民館

チャレンジキッズ
スノーシュー登山体験

3月

４支部合同懇談会

山行委員会
会員
事務局

例会・新年会

事務局
（千葉支部）
（語り継ぐ会）

例会
岳連
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新たなガイドブックへの取り組み

第8号

調査山行への参加を
担当副支部長

「群馬の山歩き130選」
（㈱上毛新聞社）をお持ち
の皆さんが多いのではないかと思います。私も初版
を愛用してきました。初版第１刷は平成２年12月30
日なので、30年近いロングセラーを続けています。
このガイドブックが、コンセプトは維持しながらも、
大きく変わろうとしています。
（１）しっかりしたガイドブックの大切さ
登ろうとする山のことを事前に把握しないで出か
けるのは大きなリスクですが、的確でない登山ガイ
ドブックのために、装備や行動に際し誤った判断を
招いてしまうと危険に遭遇する可能性が高まりま
す。
また、山を愛する仲間を増やしていくためのきっ
かけとして、見やすい登山入門書は不可欠でもあり
ます。
わかりやすく、しっかりした登山ガイドブックは
非常に重要であり、そのガイドブック制作に参画す
ることは、自らの今までの登山経験を広く生かして
もらえる機会になります。
ぜひ、
多くの皆様が調査山行に参加していただき、
「いいね」と評判になるガイドブックが生まれるよ
う、ご協力をお願いいたします。
（２）新登山ガイドの受託
今般、発行元の㈱上毛新聞社が、
「群馬の山歩き
130選」を全面的に刷新したいということで、群馬
県山岳団体連絡協議会（県山岳連盟、県勤労者山岳
連盟及び当群馬支部）（以下、連絡協）が調査と原
稿執筆を受託しました。連絡協内に、
「新登山ガイド」

黛

利信

群馬支部取材対象リスト
No.
１
２
３
４
５
６
７
８
９
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

山域

コース

尾瀬・奥日光

尾瀬沼
皿伏山
尾瀬ケ原
尾瀬沼から尾瀬ケ原
尾瀬ケ原から三条の滝
裏燧林道
燧ケ岳
至仏山
笠ケ岳
アヤメ平
日光白根山（菅沼コース）
日光白根山（丸沼高原コース）
鬼怒沼と鬼怒沼山
四郎岳・燕巣山
赤城
黒檜山
鈴ケ岳
荒山・鍋割山
覚満淵・小沼・オトギの森
浅間・白根
四阿山（鳥居峠コース）
四阿山（バラキコース）
鼻曲山
鼻曲山～一の字山
角落山・剣の峰
碓氷峠旧道下り
矢ケ崎山
浅間隠山（二度上峠コース）
浅間隠山（浅間隠温泉郷コース）
竜ケ岳
本白根山
チャツボミゴケ公園から芳ヶ平
エビ山
御飯岳・破風岳
ぐんま県境稜線ト 鳥居峠～毛無峠縦走コース
レイル推奨コース 草津・万座周遊コース
横手山～野反湖縦走コース
野反湖～白砂山周遊コース
（注）No.19はNo.33に含まれる

編集委員会を設け、当群馬支部からも北原支部長（編

調査をほぼ終え、2019年秋頃には出版できるように

集副委員長）、中山達也

取り組むこととしています。このうち、当群馬支部

会員、根井康雄会員、宮

は、別表の36コースを担当します。

川勉会員と黛利信会員が

（４）調査すること

編集委員や編集事務局と

・アプローチ（経路、交通機関、駐車場など）

して参加しています。

・コースガイド（山やコースの概要、登山コースの

（３）期間や担当コース
「新登山ガイド」は一
次選定した135のコース
について2018年中に実地

順路や注意事項、トイレや宿泊施設、所要時間、
登山に適した時期など）
・その他情報（ビジターセンター、山小屋、周辺の
宿泊施設、観光協会その他の連絡先など）
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ぐんま県境稜線トレイル全区間リレー踏査計画
事業委員長

群 馬 県 知 事 肝 い り の「 ぐ ん ま 県 境 稜 線 ト レ イ

武尾

誠

過密だ。踏査計画はその間を縫うようにして、黛副

ル」が、８月11日の山の日に全面開通する。
「全長

支部長が苦心して組み立てた。踏査本隊は７月14日、

100km」
「2000ｍクラスの稜線」「本州の分水嶺を貫

西の起点・鳥居峠からスタート、白毛門登山口にゴ

く」
「麓には、国内有数の温泉地が控える」 ——。

ールするのは９月16日。100kmのロングトレイルを

セールスポイントはきりがない。群馬支部では全面

６区間に分け、５泊11日、延べ70時間余りをかけて

開通と支部創立５周年を記念して、このロングトレ

踏査する。それぞれのコースリーダー、計画は別表

イルを会員の総力を挙げてリレー踏査する。

の通りだ。

あらためてコースを紹介する。
東の起点・みなかみ町の白毛門登山口から始まり、

リレー踏査の構想は昨年のうちに浮上したが、本
格的なスタートラインにつくまで、時間がかかった。

谷川連峰の馬蹄形縦走の笠ヶ岳—朝日岳—清水峠—

どのレベルまで踏査に踏み込むか。ルートの区分け

蓬峠を経て、
馬蹄形西半分をトマの耳まで南下する。

は。各区のリーダーは—などなど。行き着いた結論

その後はトマの耳から西へ。平標山へと続く長大な、

は、片意地を張らずに、大風呂敷を広げず、無理を

天空の路に入る。平標山から三国山へと一度南下し、

せず、まずは参加者が楽しむこと、そして、その楽

三国峠を通過して稲包山へ。三坂峠—白砂山までの

しさを県民に伝えることとなり、あとは参加者を募

新整備区間を経て、長野県との県境稜線へ。草津白

るだけとなっている。

根山から万座山周辺は一部一般路も利用。ルートは

踏査の報告は支部報の臨時号で全会員へ、そして、

毛無峠を経て、四阿山を通過して西の起点・嬬恋村

支部のサイトで発信する。併行して開講中の健康登

の鳥居峠に至る。

山塾の塾生に呼びかけて、本隊をサポートしながら

長くて、雄大、そして、厳しいロングトレイルの
コースだ。

県境稜線トレイルの一部を歩く「ちょっとだけ

稜

線トレイル」計画も進行中。本隊、サポート隊へ、

今年は通常年の月例山行などに加え、健康登山塾、

多くの会員のエントリーが待たれている。

本出版のための調査山行と、支部スケジュールは超

日本山岳会群馬支部創立５周年記念事業

ぐんま県境稜線トレイル２０１８

2018.6.14版

とりまとめ：事業委員会（統括：武尾）踏査チーフリーダ：北原、サブリーダ：田中、黛（敬称略）
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四支部懇（千葉・茨城・栃木・群馬）
雪の塩原で２月17・18日
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わが「谷川岳：
源流吟醸」も好
評でした。

今回は群馬支部勇士５人参加、総勢33人にて那

翌日は小雪の

須塩原市「塩原公民館」で開催されました。会議

なか新湯富士山

は栃木支部長あいさつに始まり、各支部より活動

（1,184.2ｍ）を

報告があり、基調講演は横田博講師による「ツキ

目指したのです

ノワグマ未知の姿」と題して約30年間にわたり足

が、前日からの降雪によりアプローチでスタック

尾の山中で熊の調査をした報告がありました。会

する車が続出、大渋滞でピークは踏めずタイムア

議後半より降雪が強まり、辺り一面の銀世界のな

ウトとなり山頂は断念しましたが、皆さんは久し

か今夜の宿泊先「明賀屋本館」に向かいました。

ぶりにラッセル体験ができ満足そうでした。ワカ

300年以上の歴史のある明賀屋の川岸露天風呂は、

ンでトップにたっていただいた栃木支部の方々の

自然に見守られながら今も枯れることなく、こん

お陰で無事下山することができ、ありがとうござ

こんと湧き続けていました。懇親会は美味しい料

いました。この場をお借りしてお礼申し上げます。
（荒木

理と各支部自慢のお酒（日本酒）の利酒会となり、

栃木支部「雪崩勉強会」に参加して
北原

秀介

２月24・25日の２日間にわたり、栃木支部主催ユ
ース栃木「雪崩」勉強会に参加した。
講義は２題あり、最初に立山カルデラ砂防博物館

輝夫）

機材の扱いや知識の確認をする必要性を感じた。当
群馬支部でも冬季の支部山行を計画できる環境を目
指して、近い将来に実施しなければならない訓練と
なるのではと考えさせられた。

登山教室指導者養成講習会レポート
中山

学芸課長の飯田肇氏による、雪の結晶から始まり雪

達也

崩の原理と起こり得る条件について。次に、日本山

２月17日（土）、18日（日）の両日、小諸市の安

岳ガイド協会認定国際山岳ガイドの杉坂勉氏によ

藤百福記念・自然体験活動指導者養成センターで開

る、雪崩ビーコンに関する基本的な原理や取り扱い

催され、全国から20人が参加した。

の留意点および埋没時の捜索方法である。さらに、

17日、長野県警察山岳遭難救助隊、櫛引知弘隊長

屋外におけるピットでの積雪層の分類やコンプレッ

が実際の救助現場での写真などを利用し、遭難の実

ションを掛けての判定方法があり、実際に見ること

態と救助についての講話があり、その後、川瀬遭難

で脳裏に十分記

対策委員による登山計画書提出の具体的な方法につ

憶できる実地講

いて説明があった。

義であった。
25日の朝から

夕食を挟んで、重廣副会長が
登山者を引率する場合の準備、

行われた実地訓

行動中の要点など、実際の装備

練は、実際に各

を用いての講義を行った。

自がピットを掘っての積雪層の確認、さらにビーコ

18日はチャーターバスで浅間

ンでの捜索訓練が行われ、非常に曖昧な知識と経験

2000スノーパークに移動し、水

で行ってきたことを再認識させられる有意義なもの

ノ塔山を往復しながら手持ちの装備で、どのような

となった。

救急搬送ができるかなど、実地訓練をした。

今後、支部において指導的な立場を維持しなけれ

登山事故を防ぐための準備、引率上の注意、不測

ばならないことから、十分に勉強になったと同時に

の事態が起きた場合の対処方法など、大変参考にな

体力が続く限り２～３年に一度は進歩し続ける捜索

った。
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チャレンジキッズ

玉原スノーシューハイク
木暮

幸弘

群馬県山岳連盟（ジュニア委員会）主催の「チャ
レンジキッズ玉原スノーシュー」にお手伝いとして
参加させていただいた。今春、日本山岳会群馬支部
に加えさせていただいたばかりで、少し生意気かな
と思ったが、どんなことをするのか、どんなコース
なのか好奇心が勝った。
当日は、少し歩くと汗ばむくらいの好天で、気持
ていたよう。

ちのいいスノーシュー日和。打ち合わせになかった
が、リーダーの阿部悦子さんが私に植生などの解説

今回は、エフエム群馬の「自然と遊ぼう」（毎週

をいきなり振ってくるのにはちょっと参った。それ

月曜９：54）の取材を兼ねての参加、インタビュー

でも参加した子どもたちは興味をもって聞いてくれ

に協力していただいたみなさんに感謝したい。

群
群馬
馬の
の藪
藪山
山 ④

中山

達也

【赤火岳】
（1822ｍ）2005年11月中旬登山
2.5万図

浜平

登り

２時間40分

群馬、長野県境に位置する赤火岳は国土地理院地形図に
地名が記載されていないが、その名前の響きからか比較的
よく登られている。
県の西南端上野村と長野県北相木村の境にあり、地方道
124号の県境、ぶとう峠の南南西約2.4km（直線）にある
1822.0ｍ峰が赤火岳である。
峠から県境沿いに尾根を南下する。北相木村の白岩林道
を利用する。御座山から尾根伝いに縦走するなど方法はあ
るが、最短コースと思われる、ぶどう峠から登った。
峠名を書いた碑とお地蔵様の覆堂の後から藪に入る。両
側から笹や灌木が煩わしいが、踏み跡はしっかり続き、県
境を示す営林署の杭も多数あり迷うことなく進めた。
1654ｍ峰登りの広い斜面は、踏み跡が乱れ一部不明瞭に
なる。1654ｍ峰を超すと岩稜ありシャクナゲのトンネルあ
りで変化に富んでくる。
赤火岳手前の1700ｍ峰は一部岩場になり展望が良い。こ
のコースでは唯一の好展望地だ。
赤火岳への登りは藪の急登で、最後にしっかり汗をかか
される。狭い山頂の真ん中に三等三角点が頭を出し、西側
が少しだけ開け御座山が見えた。
この稜線、倒木は多いが、ほぼ踏み跡があり（一部不明
瞭）
、特にひどい藪も無かった。
春か秋、葉の落ちた時期にお勧めするが、ぶどう峠への
道は冬季閉鎖されるので確認が必要。

（注）こ の記述は登った当時のもので現状は分か
りません。また地図上の線はGPSの軌跡で
すが正確ではありません。地図、コンパス
は必携です。
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支部山行

春暖の行道山
田中

規王

３月10日、昨日の強風が嘘のようなおだやかな春を
感じる朝を迎え両毛線に乗車。それぞれ乗る駅は違っ
ても足利駅では予定した参加者全員が集まった（北原、
根井、平野、武尾、木暮、川端、田中、一般参加の山
田さんの合計８人）
。足利駅では栃木支部の長さん、
石井さんに迎えられ登山口の浄因寺まで車で送っても
らった。差し入れまでいただき大変ありがたかった。
浄因寺は、「関東の高野山」といわれる大変歴史の
ある山寺。ネット情報によると山道から山頂にかけて
３万３千体の石仏があるらしい。常にどこからか見ら
れているような不思議な感覚になった。現在は住職不
在。なんとかこの歴史ある立派な寺を継ぐ者はいない
かと勝手に考えてしまった。
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行道山山頂からは、
足利、太田、桐生の町
並みや雲のかかった赤
城山、筑波山…広く見
わたせた。ここからは
緩やかな下りと思いき
や、予想以上のアップ
ダウンの連続。木暮会員から竹や木の説明、北原支部
長から岩石の説明などを聞きながら、のんびりと綺麗
に整備されたハイキングコースを進んだ。
行道山、大岩山、両崖山の縦走、右手を枕にしたユ
ニークな石仏「寝釈迦」、岩石が垂直にせり上がった
断層、両崖山から見下ろした白梅の川などの景色が目
に焼き付いている。下山口の織姫公園まで気がつけば
6.5kmを超えていた。
心地よい汗がにじんだ春暖の行道山支部山行。下山
祝いのビールが最高だった。

■橋本勝氏叙勲祝賀会（６／ 14 前橋・ラフォンテーヌ）
■健康登山塾 第３回（６／ 16 赤城・鳥居峠～利平
【主な活動・事業・イベント】
茶屋）
〈１月〉
■日本山岳会総会（６／ 23 東京・四谷）
■第26回支部例会・新年会（１／ 17 前橋・うたや）
■調査山行（６／ 23 鬼怒沼山）
〈２月〉
■第２回座学
（６／ 25 前橋市中央公民館でスマホ講習）
■救急法講習会（２／ 10 前橋・市総合福祉会館）
〈７月〉
■日本山岳会四支部合同懇談会（２／ 17・19 栃木・ ■谷川岳山開き（７／１ 谷川岳・土合登山口）
塩原温泉と新湯富士）
■健康登山塾 第４回（７／７ 赤城・黒檜山～駒ヶ岳）
〈３月〉
■日本山岳会自然保護全国集会（７／８・９ 石川）
■木暮理太郎の足跡を語り継ぐ会総会（３／４ 太田・ ■ぐんま県境稜線トレイル踏査１（７／ 14・15 鳥居
強戸行政センター）
峠～毛無峠縦走）
■支部山行・公募山行（３／ 10 足利・行道山）
■第29回支部例会（７／ 18 高崎・南公民館）
■第27回支部例会（３／ 20 高崎・南公民館）
■日本山岳会全国支部懇談会（７／ 21・22 北海道・
〈４月〉
層雲峡）
■栃木支部スプリングミーティング（４／ 14・15 谷
■ぐんま県境稜線トレイル踏査２（７／ 28・29 毛無
川・芝倉沢）
峠～渋峠）
■健康登山塾 第１回（４／ 21 前橋・群馬県庁と前
＊８月以降の予定については３ページに掲載。
橋公園）
■支部山行・調査山行（４／ 22 浅間隠山を二度上峠、 【新入会員】
浅間隠温泉郷から２ルートで）
田村 和彦
川端 恵子
宇佐美文圭未
■調査山行（４／ 30 碓氷峠旧道と鼻曲山から一の字
佐藤
緑
麻下 絢乃
山縦走）
〈５月〉
【退会】
■健康登山塾 第２回（５／ 12 赤城・鍋割山獅子ヶ
大竹誼長
鼻コース）
■平成30年度通常総会・第28回例会（５／ 16 前橋・
訂正：支部報第７号３ページ「田中壯佶氏略歴」
前橋市市民活動支援センター会議室と懇親会はエルヴ
に誤りがありました。お詫びして訂正します。
ィエント）
・生年月日は昭和15（1940）年８月15日ではなく同
■調査山行（５／ 19 浅間隠山系竜ヶ岳）
年８月７日です。
■調査山行（５／ 20 角落山と剣の峰）
・
また日本山岳会入会は昭和48（1973）年ではなく
■第１回初心者向け座学講座（５／ 30 前橋・前橋市
昭和50（1975）年です。
市民活動支援センター会議室で読図講習
〈６月〉
■調査山行（６／２ 日光白根山から金精峠縦走）
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■調査山行（６／３ 日光白根山丸沼高原コースで読図
発 行：公益社団法人 日本山岳会群馬支部
実習も）
■調査山行（６／３ 四郎岳・燕巣山）
Tel 027-333-4372
■調査山行（６／５ 赤城長七郎山・オトギの森）
〒379-0109  安中市秋間みのりが丘5-169（北原方）
■ぐんま山フェスタ2018（６／９・10 前橋・群馬県庁）
発行者：北原 秀介
編集者：根井 康雄
■支部役員会（６／ 13 高崎・南公民館で稜線トレイ
印 刷：上武印刷株式会社
ル踏査計画等を協議）

事 務 局 だ よ り

