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2012 年度 ００会総会開催 

６月１９日、ＪＳＴ会議室で午後６時から開催された。当日は台風が接近して夜半の嵐を心配したが予定通り

の開催となった。佐藤会長の挨拶と総括が報告された後、会計が佐々木さんより報告、綿貫さんの監査報告で

承認されました。早めに総会終了後、台風が近ずいているものの短時間で切り上げようと居酒屋で祝杯をあげ

て解散した。議事次第は以下の通り 

1. 会長挨拶と総括・・・・佐藤会長 

平成２３年 ４月１３日～１４日：高尾山山行 参加

者７名 

６月７日～９日：尾瀬テント山行 参加

者８名 

６月２３日～２４日：谷川岳エーデルワ

イス山行（悪天の為中止） 

７月２１日～２３日：男体山、大真名

子・女峰山縦走 参加者５名 

９月４日～５日：富山支部交流登山ａｔ

立山 参加者８名 

１０月２５日～２６日：安達太良山紅葉山

行 参加者７名 

１２月２１日：忘年山行(仏果山)  中止 

平成２４年 １月２５日：新年山行 矢倉岳 参加者

７名 

３月２４日～２５日：守門岳雪庇鑑賞ツアー 参加者４名 

2. 会計報告・・・・・・・佐々木 

3. 監査報告・・・・・・・綿貫 

4. 本年度の山行計画・・・ 

平成２４年４月４日～５日：区立若洲公園テント泊と東京ゲートブリッジ 参加者８名 

６月１２日～１３日：日光太郎山（９月に延期） 

７月１０日～１３日：会津駒ヶ岳＆那須平成の森散策 参加者６名 

１０月９日～１０日：白砂山山行 

１２月：忘年山行 仏果山 

平成２５年１月：新年山行 高川山 

３月：守門岳雪庇鑑賞ツアー 

出席者：佐藤会長、佐々木、綿貫、酒井、副島、山

城、本間（７名） 

 

００会山行「会津駒ヶ岳＆那須平成の森散策」 

２０１２年７月１０日(火)～１２日(木) 

参加者：佐藤、副島、本間、吉田、丸山、綿貫(記) 

会津高原芝浦工大高杖セミナーハウスに２泊し

僅かな残雪を残す会津駒ヶ岳山頂を背にして 
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て、のんびり新緑深まる会津駒ヶ岳に登り、帰りに

一般に開放された那須平成の森(旧那須御用邸)を散

策するプランに参加した。ＪＲ赤羽駅で、本間さん、

佐藤さんの車に分乗して予定通り午前８時に出発し

た。 

浦和ＩＣから東北自

動車道にのり南会津方面

を目指す。天気予報では

晴れ。明日も午前中は持

ちそうである。平日なの

で順調に走り、那須塩原

ＩＣで高速をおり、会津

西街道を会津高原尾瀬口

駅の前を通って、１２時

過ぎに木賊温泉手前の熊

野神社の境内の中に車を

止めた。今日は里山のような長卸山(ながおろしやま 

1,068ｍ)で明日に備え軽くトレーニング。1 時間余

りで山頂に出た。手作りの山名板と小さな祠があり、

ブナの巨木や松などの雑木林の静かな山で、うっそ

うとした木々の間からは残雪の会津駒ヶ岳が見えた。 

高杖セミナーハウスには 16時 30分到着した。早

速温泉に入り、汗を流す。白樺の巨木林を眺めなが

らの野天風呂はすばらしい。今回は、００会発足時

に会員であった丸山さんが多摩支部町田サロンを代

表して参加してくれた。 

翌１１日。午前５時起床。そっとカーテンを開け

ると梅雨明けを思わせるような快晴である。各自部

屋の中で朝食をとる。支度が整い次第出発すると云

う事で予定の６時に出発することが出来た。檜枝岐

に向かう道路はところどころ補修工事中であったが、

登山口から山道を登り７時には滝沢橋の駐車場に着

いた。すでに他府県ナンバーの４～５台の車が駐車

していた。 

副島さんを先頭にして道路わきの急な斜面にか

けられた木製の梯子を登り、カラマツ林の中を一直

線に高度をあげる。１週間ほど前に山開きがあり、

下草と登山道の補修がなされて歩きやすかった。ブ

ナなどの広葉樹林が現れて新緑が気持ちいい。山頂

まで3.7ｋｍ標柱と水場の案内のある広場で一休み。

出発から 1.5 時間。順調。ここからは緩やかな登り

が駒の小屋まで続く。山頂まで1.2ｋｍの地点から、

初めて残雪に化粧をのこした会津駒ヶ岳への稜線が

望まれた。ベンチ、テーブルもあり一息つく。池の

平にかかる頃から木道を歩くが、これが長い。駒の

小屋前から残雪を踏んで広々とした湿原を真夏のよ

うな強い日差しに耐えて 11 時 50分山頂に到着。シ

ラビソの林の中に立派な木製の山頂標識があるが展

望が効かない。記念撮影

だけして中門岳方面に少

し下り視界の開けたとこ

ろで昼食をする。 

只見の山々や遠く越後

三山方面を眺めながら寛

ぐ。何組かのパーティー

も同様に休んでいる。12

時 45 分下りはじめる。

駒の小屋周辺がお花畑に

彩られるのは夏休みの頃

だろうか？ 

長い階段も下りとなれば別。のんびりと頭上にホ

トトギスと鶯の美声の競演を聞きながら水場に到着。

湧き出たばかりの冷水は美味しかった。まだまだ長

い下りを温泉を楽しみに黙々と歩む。沢の水音が大

きくなり、出発地点の梯子段が視界に入り、16時に

登山完了した。 

12 日は朝風呂に入りながら、今にも降ってきそう

な朝を迎えた。ゆっくり食事をして 9時に降りだし

てきた小雨の中をセミナーハウスのスタッフに見送

られて、那須平成の森に向けて出発した。 

この森は旧御用邸の一部を一般に開放したもの

で、自然体験が楽しめる｢ふれあいの森｣と環境を可

能な限り守り、自由な立ち入りを規制した専門エリ

アとなる｢学びの森｣とで構成されていて(パンフレ

ットによる)、フィールドセンターでガイドがいろい

ろなプログラムを作成し、映像を使いながら判り易

く説明してくれる。 

湯本温泉からさらに登り本降りになった中を辿

会津駒ヶ岳山頂 

中門岳に続く雪渓 
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りついた。フィールドセンター外に出られないでい

る人たちが 20 人ほどいた。我々はガイドによるこ

の森の説明を聞き、折角来たのだからと雨具に傘を

さして森の一部を散策した。 

梅雨の晴れ間に、会津駒ヶ岳に登れたし、那須平

成の森では森林の保持と人とのかかわりを学習した

り、車での移動のおかげでいろいろ楽しむことが出

来た。 

平成の森は、秋の紅葉の頃に是非訪ねてみたいと

思った。 

登山道で出会っ

た花々 

オオカメノ木、

赤ヤシオ、サンカ

ヨウ、ユキザサ、

マイズル草、ゴゼ

ンタチバナ、イワカガミ、チグルマ、ショウジョウ

バカマ、ハクサンコザクラ 

 

八ヶ岳北横岳～蓼科山～八子ヶ峰～霧ヶ峰～下諏訪縦走 8 月 24日～26 日(2泊 3日テント泊) 

佐藤記 (同行者:山城) 

24日：茅野10:25発、北八ヶ岳ロープウェイ11:40、

山頂駅 11:47 着。12:05 スタート、北横岳(2480

ｍ)13:27、亀甲池 14:45～天

祥寺原から将軍平へのルート

で 2000ｍを過ぎ熊笹がなく

なった所でテントビバーク

16:30（歩行 4時間 30分） 

 25 日：6:00 スタート、7:00

将軍平、蓼科山(2530ｍ)7:43

着、

8:05

山頂出発、女の神茶屋へ下

山 10:40、茶屋下で水４ℓ

補給(水場)、この裏手より

八子ヶ峰に登った所にヒュ

ッテアルビレオがあり、牧

場のような台地が広がって

いる。1800ｍ位の稜線が続

く見晴の良いルートだ。

11:57 八子ヶ峰(1869ｍ)山

頂。白樺湖を見下ろすリフト上で休憩、八子ヶ峰の

標識は３ヶ所あり３番目の標識のところで東急リゾ

ートのトレッキングルートに間違って入り、戻りで

１時間以上ロスしてしまった。白樺湖への下山路の

外れの地点でテントビバーク 15:30（歩行 9時間 30

分） 

26 日：5:20 スタートで白樺

湖へ、そして 7:56 車山分岐、

9:30 車山山頂(1925ｍ)、トレッ

キング、観光客が多い。コロボ

ックル 10:14 着、休憩後、ヒュ

ッテ御射山方面へ車道を歩き観

音沢へ。橋の上から山道を確認

して沢に入る。左岸右岸と渡り

ながら下る。樹林の中は薄暗い。

屏風岩と云う所で岸壁の上方にくぼんだ個所があり

観音さまが安置されていた。この沢の由来のようだ。

案内板がありここから御柱に使うウラジロモミの巨

木を採集したと書かれていた。大平へ 5.5ｋｍあま

り、若干迷ったが集落に出た。20 号線と合わさる所

で御柱の木落とし場に着いた。テレビでは見たこと

があるが傾斜はかなりのもので木に乗って落ちるの

は命がけで勇気がいることを実感した。 

ここから 3.5ｋｍ下諏訪にある諏訪大社春宮に着

く。下諏訪駅をあずさ 17:40 発で帰途についた。こ

の結果、八ヶ岳から下諏訪～上高地まで線で繋ぐこ

とが出来た。（歩行 11 時間 40 分） 

 

月山・鳥海山 6月 30日～7 月 2日 本間記 

昨年の震災で延期になった高校卒業 50 年の同期

会に出席するため鶴岡に行ってきました。折角の田

舎行きなので高校時代の仲間を誘って月山と鳥海に

行くことにした。 

30 日：友人宅に泊まり 3 人で 5 時に出発。途中

コンビニで昼飯を買い、快晴の月山８合目に６時到

着。身支度を整えて出発、日本海がかすかに霞んで

いたが鳥海山が裾野から見事に現れて、池塘越しに

写真を撮った。仏生池小屋 8:00、小屋の前の池には

サンショウウオの卵が浮かんでいた。ミヤマキンバ

イの群生、チグルマ、シナノキンバイ、白山イチゲ

の群生など高山植物の咲くいい時期であった。一緒

蓼科山頂 

天下の木落とし坂 
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に登ったクラスメートは生物部で植物研究をした男

でその後 50 年いまだにこの

道を楽しんでいる。とにかく

詳しい。月山は植物を調べる

ために数十回登っているとい

う。持続すると云う事はすご

いことだとつくづく思った。

山頂 9:30、お祓いをしてもら

いすがすがしい気分で広いお

花畑の中で早い昼食をとり、

ゆっくり過ごした。山頂の近

くには黒百合の群生地があった。白山以外では見た

ことがなかったが、昔もあった

のだろうか？ 

11:00 下山、いろいろな植物の

話を聞きながらのんびり歩く。

鳥海山は山頂を雲で隠していた

がガスが上がったために庄内平野が緑一面広がって

いるのが見えた。池塘を回ったりして駐車場には

14:35 戻った。これから湯野浜温

泉まで戻り、高校の同期会に出席

するため車を飛ばした。 

夜遅くまで飲みまわり、翌朝は

クラゲで有名になった加茂水族館

に寄り、午後は高校の創立記念講

演会でノーベル物理学賞を受賞し

た益川先生の講演を聞いて急いで

鳥海山荘へ。登るにつれて雨であ

ったが２日続きの宴会を４人で楽

しんだ。 

2 日(月)は、朝から雨、滝の小屋まで行って山小屋

でコーヒーを沸かして飲んで、引き返してきた。3

日(火)鶴岡を立ち山寺を回り。仙台で震災地を見聞

して、ＪＲ乗車券有効期限の 4日に東京に戻ってき

た。後半は久し振りの楽しい一人旅となった。 

 

１２月山行のご案内 

行き先 仏果山 

コース 本厚木(バス)→半原→仏果山→関東ふれあい道→坂尻(バス)→本厚木駅 

集 合 本厚木駅バス①番乗り場 ９:３０（９:４０のバスに乗車） 

懇親会 本厚木付近で懇親会予定 

幹 事 綿貫 、綾部（０９０－４９５８－１５７５） 

 

臼井会員個展 

8 月 8 日～12 日 茅ケ崎市民文化会館 展示室において臼井恵之輔

氏の「山でかく」と題した個展が開催されました。氏は抽象画が専

門と思っていましたが上空を目線にした富士山の大作をはじめ北アルプスに足を運んで近年描

いた作品の数々、１００点余りの作品は見ごたえありました。 

 

編集後記 

 震災から早くも１年半経ちました。瓦礫処理ひとつ支援できない治自体のエゴにもどかしさを感じます。

編者は７月初めに震災地を回りたいと思って帰省の帰りに仙台に下りました。比較的被害の少なかったと

云う塩竃と松島に行ってきましたが地元の人に直接話を聞くと皆大変な思いをしたことが判ります。ビル

の土台が浮き上がり、シャッターが閉ざされていたりしていました。でも店の中身をそっくり流されたと

云う松島の店のおばさんの元気に勇気付けられました。 

 ９月１１日～１２日延期になった日光太郎山に登ってきました。下山時に一寸雨に会いましたが大した事

もなく充実した山歩きでした。初日の鳴虫山と合わせて次号に報告させて頂きます。 

 例会は、原則毎月第３火曜日、午後６時よりＪＡＣ会議室で行います。これからの予定は９月２１日(金)、

１０月１６日(火)、１１月２０日(火)に行います。残暑が９月になっても退く気配がありません。同じ立

秋以降の暑さを「秋暑」という言葉もあるようです。まだまだ熱中症に気を付けてお過ごしください。

 

月山弥陀ヶ原から鳥海山を望む 


