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Ⅰ.計画山行・行事報告
１．富士写ヶ岳

雪山登山

■２０１７年１月２８日（土）晴れ
場所

：富士写ヶ岳（942ｍ） 我谷コース

参加者：大庭・大幡・織田・田井・八十嶋

会員外参加：Ｔさん・Ｋさん（八十嶋知人）

７名

富士写ヶ岳は私たちで昨年方位盤の設置に尽力した山であり、思い入れの強い山といえる。 私は昨年だ
けで１０回近く登ったが、それでもまだまだ甘いほうで、事務局を務めた大庭さんに言わせれば「私なんか
３０回ですよ」とのこと。 富士写ヶ岳におわす山の神様も、我々の顔はさすがにそろそろ見飽きているこ
ろだと思う。

それだけ登り慣れた山でも、雪が降れば又違った風景が楽しめた。

ぶりに一緒に山に登ったメンバーが多く、和気

この日は快晴。雨が降った後で、雪は良く締ま
っていた。しかも、たまの晴れ間とあって登山者

藹々と無駄口をたたきながら登った。眺望はとい

も多く、トレースもばっちりだ。
「こりゃあ史上ま

うと、標高７００ｍ前後まであがればだんだんと

れに見る楽な雪山になりそうだ・・・」という予

良くなるが、このコースは山頂に行くまで白山が

感がした。積雪は登山口で２０～３０センチとい

見えない。そこがまた、思わせぶりで良いところ

ったところ。トレースをたどればかんじきもいら

だ。

ず、あっという間に標高を稼げた。

山頂に近付くと、葉が落ちて明るいブナの森。

今回は久し
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広々とした無垢の雪原と、紺碧の空。
表面が凍った雪を踏み汗をかく。

大事な方位盤は、さすがに雪に埋もれて姿が見

「ああ、雪山

えなかった。

山頂の積雪はおそらく１．５ｍ近

に来ることができた」という充実感がある。

く、方位盤の高さは８０センチだから見えるわけ

そして、山頂に至れば目の前に広がる、石川・富

がない。持参したスコップで、根性で掘り出そう

山・福井の国境にまたがる嶺々の大パノラマ。

かとも思ったが、勢いあまって新品キラキラの銅

特に白山は、真っ白に輝いている。良い山だ・・・。

板に傷がつくのも嫌なのでやめた。

それ以外の言葉は無かった。

大パノラマを前に「あの山はなんだ、この山は
どこだ」と皆で探して遊んだが、いよいよ分から
ないとなると「こういうときこそ方位盤が見えれ
ばいいのに」と拗ねてみたりもした。

がんばっ

て設置した方位盤、やはりそれだけの思いがこも
った品があると、山に登るのも楽しいものである。
山頂を去る前、方位盤の真上あたりに皆で立ち、
記念写真を撮った。春になったら、またその姿を
見たいものだ。
（富士写ヶ岳
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文：八十嶋）

【白山を望む】

【山頂にて】
（富士写ヶ岳

２．荒島岳

写真：八十嶋）

雪山登山

■２０１７年２月２６日（日）晴れ
場所
参加者

：荒島岳（1523.4m）旧勝原スキー場から山頂まで往復
：織田・田井・八十嶋

３名

荒島岳は福井県唯一の日本百名山であり、私にとっては学生時代雪山合宿を何度も行った、
なじみ深い山である。山頂からの眺望は素晴らしく、白山と石川・岐阜の山々や、福井平野に日本海が
一望できる！・・・らしいのだが、私は一度も見たことが無い。
なぜなら、いつもいい所で吹雪になるから。
たまには荒島岳のいいところが見たいと願っての山行であった。

朝方は良い天気であった。

私は少し寝坊して

【トトロの木】

るであろう時間に登山口についた。

すると驚い

織田さんや田井さんを待たせてしまって、出発は

たことに登山口は車でいっぱいだった。

多少遅れたが、十分安全な時間帯に帰って来られ

い、学生のころ（10 年ほど前）には誰にも会わな
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おかし

いような山だったのに・・・。

車のナンバーは

後続の人が何人か居たが、彼らはほぼ最初からア

「なにわ」
「京都」
「滋賀」
・・・ほとんど関西の人

イゼンを履いていた。

だ。

に来たんですか」と驚かれたが、別に滑落しない

最近関西の人が雪山を求めてこっちに来るとは

ような場所ならアイゼンはいらないと思う。

聞いていたが、まさかこんなに大人気だとは。

むしろ邪魔だ。

いつのまに・・・。

一抹の寂しさを覚える。

登山口の積雪は 50 センチほど。

れでもかとついている。
ません。

危険箇所があるのはこの先だ。

勝原から登る稜線と主稜線とが合流する「シャ

晴れている

せいかカチカチに締まっている。

「ここまでアイゼンなし

クナゲ平」に着くと、そこには色とりどりのカッ

トレースもこ

パで彩られる登山者の村が出来上がっていた。

楽をしてしまってすみ

テントも張られている。

それでも、最初から傾斜があるコース

改めて言うが、いつの

間にこんなに大人気の山になったのだろう。

なので結構体力を消耗させられる。

同行する田井さんがくれたチョコだけが癒しだっ

すぐに暑くなり、一服してカッパを脱ぐ。

た。

【シャクナゲ平】

標高が６００ｍを越えると、すぐに稜線が美し
前日に少し雪が降ったら

主稜線は思ったより風は無かったものの、木の

しく、ザラザラと凍りついた雪の上に 10 センチほ

枝にびっしりと「えびの尻尾」がついているのを

どのパウダースノー。

見ると、普段の風の凶悪さが推し量れる。

いブナ林に覆われる。

陽が当たるときらきらと

輝く。途中、
「トトロの木」と名づけられたブナが

ここからが最も美しく、最も厳しいエリア。

あった。曲がりくねって面白い形をして入るが、

傾斜角がきつく、まるで壁のようにそびえる斜面

これくらいのブナなら割と良く見る気がする。

の「もちが壁」を越えなければならない。

見上げると、むしろ空の青が目にしみた。

トレースがあって楽とはいえ、ここだけはしっか

この時期は空と灰色の樹皮が良く映える。

りアイゼン・ピッケルを効かせなければ。

標高 1000ｍを越えたあたりでアイゼンを履く。

トレースは、壁を右手に巻くようについていた。

この山は主稜線に出るとかなり風が強い。

「なるほど、こっちから行くと楽なんだな」と感

寒い場所で、もぞもぞアイゼンを履くのは御免

心する（学生のころは正面突破しようとして四苦

だった。

八苦していた気がする）
。

-4-

れも自分が寝坊したせいで行動が遅れ、天候が悪
くなる前に登頂できなかったことが原因です。
すみませんでした。
またそのうちリベンジします・・・
（次はもっと人が少なくて、テント泊するくらい
手ごたえがあるルートから登ります！）

いやあ、ありがたい・・・。後ろを振り返ると、
主稜線の向こうに小荒島岳が見え、その向こうに
は大野の街と白く雪化粧した田んぼがモザイク模
様のように広がっていた。
こうして壁は思ったより楽に越えられたのだが、
このあたりでどうやら何かの罰が当たったらしく
（織田さんが下品なことばかり言うからだと思
う）、思い切り天候不順に。 刺すように詰めたい
風が吹きすさび雪はごうごう降ってくる。
「ああ、またしても・・・。」 これぞ荒島岳の醍
醐味ですよ！（やけくそ。） 結局、山頂に着くこ
ろには完全にホワイトアウトに。
記念写真だけ撮影して這々の態で逃げ帰った。
帰りは風？でトレースが消えかけてるわ、近く
に雪庇があるというのにガスで数ｍ先も見えない
わ。

（荒島岳

ヒヤリハット事案の連続であったが、それもこ
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文・写真：八十嶋）

３．取立山～大長山
■２０１７年３月１１日（日）晴れ
場所

：取立山(1,307.2m)～原高山(1,339m)

参加者

：織田

前川

山下（織田友人）

朝４時に織田宅に集合し、国道１５７号を走り、勝山市の東山いこいの森の下の国道沿いの駐車場に
５時３０分前に到着。
前々日と前日に降った雪が、５０㎝強積もってラッセルが厳しい状況であったが、駐車場には石川ナンバ
ーの車が１台止まっていて、すでに出発したあとだったので、トレースが付いていた。
まだ薄暗かったので、ヘッドランプを点灯し、かんじきを履いてトレースを追った。
雪が深く、かんじきを履いても膝上まで落ち込み、それに踏み跡は大股で歩いてあったので、歩幅が合わ
ずに楽勝とはいかなかったが、トレース様々で楽に歩を進めることができた。

【先行者のトレースを辿り取立山へ】
先行者とは、取立山の下の稜線で下山中のところ

【原高山頂上】
行けるところまで行ってみようとラッセルを開

を８時過ぎに出会った。

始したが、雪が深く先頭を交代しながらやっと原

先行者は、白山フウロ山岳会の若い男女４人パ

高山まで辿り着いた。

ーティで、駐車場を朝３時半に出たとのこと。

時計はすでに１１時になろうとしていた。

今日は会の総会があるので、取立山までしか行

取立山を下ってすぐの所で、スノーシューを履

かなかったと言うので、その先のラッセルが思い

いた単独中年女性に抜かれてしまった。

やられるが、何はともあれ取立山までラッセルし

我々が、膝上までのラッセルにもがいているの

ていただいてあるので、お礼を言って別れた。

を横目に、１０センチ位の落ち込みでスタスタと

若い元気のあるパーティでも、取立山まで５時

追い抜いていったので、その跡を辿るものの、か

間程かかったことを考えると、今日は大長山まで

んじきの落ち込みようは新雪と変わらず楽にはな

はとても無理なことが分かった。

らなかった。

取立山には８時４０分に到着。３０分程の大休

原高山で休憩していると、我々のトレースを辿

憩をし、晴天の大パノラマを満喫してから新雪の

って次々と登山者がやってきた。そのうちの何人

ラッセルに備えて、カッパズボンを履いた。

かは、かんじきを持たない人達で非常に驚いた。
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【原高山から大長山を望む】

【原高山より鉢伏山・大長山を望む】

原高山に来る途中に、本トレースとは別に、取立

は後ろに長いことと、かんじきのように輪かんに

小屋に向けて途中まで付けた４０センチ位の深さ

なっていない分、扱いにくいのではないかと思わ

のトレースは、僅か１時間位で風によって跡形も

れる。今後実地検証をする必要性を感じた。

なくかき消されていたので、この時期いくら晴天
とはいえ、かんじきを持たずに山に入ることは許

コースタイム

されることであろうかと思った。

国道脇駐車場(5:35)>キャンプ場(6:00)>登山口

鉢伏山とその奥に僅かに見える大長山を目に焼き

(6:50)>取立山(8:40-10:05)>原高山(10:45)

付けて、取立山まで戻り、お昼を食べて、リベン

原高山(11:00)> 取立山(11:15-12:00)> 登山口

ジを誓い下山を開始した。

(13:00)> キャンプ場(13:25)>国道脇駐車場
(13:35)

＊スノーシュー考察

今回のような新雪で雪が深

い時は、かんじきよりスノーシューが断然いいと

（取立山・原高山

思う。ただ急斜面の登り下りでは、スノーシュー
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文：織田

写真：織田・前川）

４．中宮山
■２０１７年３月１１日（日）晴れ
場所

：中宮山(1,005m ピークまで)

参加者

：大幡・池本・田井・堀・藤井ぁ・木村・八十嶋

7 時 30 分出発。初めてのかんじきでの登山。

７名

スキー客が先行しており、そのトレースをしばらく行く。

堀さんの後をついて２番手でしばらく進む。 「おいしい所残しておいて下さい。 そこから、木村さん
お願いします。」と八十嶋リーダーより。途中から新たなコースにてラッセルの初体験。

【早朝の中宮スキー場跡

美味しい斜面が待っています】

【かんじきを装着し出発】

【美味しい斜面を続いて登ってきます】

【ストックを忘れてラッセル初体験】
「おいしい所」？？雪を踏みこむ心地よい感触か

池本サブリーダーより、
「短い距離でも先頭代わっ

ら一変、雪を踏み固める踏ん張りと足を持ち上げ

てあげろよ。
」と。 ラッセルは負荷が大きいため、

る時の雪の重さで一気に心拍数増加。 なるほど、

先頭を変わる気遣いが必要だと学ぶ。 9 時 30 分

「おいしい所」とはこういう所の事をいうのかと

頃、地図読み。

納得。

態。

数 m 進んだだけでもかなりの負荷。

所々、先頭を交代しながら進む。

地図を持ってこないという大失

（ストックも忘れている。）

傾斜や谷の場所などを考慮する必要がある。

堀さんや八十

嶋リーダーは手馴れたもので、足を進めるリズム

天候により方向がわからなくなる場合もあるため、

が良かった。

地図読みの大切さを学ぶ。
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【白山山頂には雲がかかる、美女坂から奥長倉の

【三村山(中央のピーク)を背に登る】

加賀禅定道が望める】

【スキー場跡の斜面を侮るなかれ、以外と傾斜があり良い雪上訓練になった】

9

【雪洞作り講習】
10 時 30 分頃、雪洞作り体験。

【折り返し地点 1,005m P】

風が当たりにく

11 時 30 分頃 1005m 付近から折り返す。

い場所、傾斜を利用、入口を狭くしてツェルトな

途中、うさぎの足跡をトレース。

どで蓋をする、中は横に広がるように掘る、ブロ

太陽に照らされて輝く雪の曲線に魅せられる。

ックで切り出し外に積み上げると良い、掘る人と

もっと壮大な物があるんだろうなとワクワクする。

雪を出す人がいると効率が良い、体力を温存する

昼休憩後、ピッケルワークを学ぶ。

ために雪を出すときは持ち上げずに下に降ろすよ

残念ながら雪が軟らかく使う場面はなかったが、

うに出す、中は水滴が垂れないように形を整える

自分の身を守るためには絶対に必要な技術だと

等々教えて頂いた。

感じた。

特に、田井さんのスノーソーを使った弱層テスト

14 時頃下山完了。

が芸術的であった。

初めての用語や体験ばかりでとても勉強になった。

雪山には芸術的なセンスも

必要か。

同時に安全に登山ができるように、山行きに合わ
せた技術を身につけたいと思った。
今回は初級者向けに計画変更して頂き、リーダー
八十嶋さんはじめご指導頂いた先輩方に感謝致し
ます。

（中宮山

【弱層テスト講習】
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文：木村

写真：堀）

Ⅱ

その他行事報告

１. 五支部合同スキー山行報告
■２０１７年２月２５日（土）～２６日（日）晴れ
場所

：大日ケ岳（1,709m）

参加者

：前田

宿泊場所：郡上市高鷲町蛭ケ野

旅館

陣右エ門

１名

岐阜支部が担当し２月 25 日 15 時から宿泊場所にて受付、
何人か地元のスキーを楽しみ 18:00 からの懇親会に望まれた。

参加人員

スキー組

ワカン組

岐阜支部

6名

6名

京都支部

7名

福井支部

2名

富山支部

6名

石川支部

1名

計

22 名

宿泊のみ

計
12 名
7名

3名
1名

5名
7名
1名

7名

(1) 岐阜支部が担当し２月 25 日 15 時から宿泊場

3名

32 名

等懇親、二次会は場所を会員の部屋で交流

所にて受付、何人か地元のスキーを楽しみ

した。

18:00 からの懇親会に望まれた。

(3) 山行
翌 26 日 8 時旅館を出発し、高鷲スノー
パーク駐車場へ移動、ゴンドラで終点へ到着
ゴンドラ終点からの登山口をスキー組み
22 名

2 班に分けて 9:20 分出発した。

天候は快晴で新雪が 10 センチ位、
下は凍結していた。
アップ・ダウンを転倒しながらも、
10：35 分大日ケ岳（1,709M）に到着した。
【旅館

陣右エ門】

頂上では白山は見えなかったが周囲を堪能

(2) 懇親会

した。

懇親会に先立ち白木会員から明日のコース
について説明があった。
高木支部長の挨拶があり続いて、来年開催の
京都・滋賀支部

田中支部長の乾杯で開催さ

れた。各支部持ち寄りの銘酒で山スキー談義
- 11 -

【頂上にて】

【下山後】

風が強くなったので、11:00 下山を開始した。

2 時間 30 分かけて無事下山した。

コースは叺谷（かますたに）を下りてゴンドラ

ワカン組 7 名は早く無事下山した。
(4) 登山口で閉会式をして現地解散した。

まで行くことになった。
途中まで下りてから登返したのですが、雪は

今回は天候に恵まれ、雪量もあり宿泊場所の

十分でしたが、下は凍結しており転倒、

料理その他好評であった。

数メートル滑落と、悪戦･苦闘しながら 13:30 分、

２. 平成２８年度

（大日ケ岳

文・写真：前田）

第三回役員会報告

■２０１７年３月１５日（水） １９：００～２１：００
場所

：金沢市総合体育館

参加者

：中川支部長

第三会議室

大庭副支部長

全２０名（重複５名）

岡本会計

議題

埴崎

織田

池本

前田

八十嶋

村上

堀

樽矢

出席１１名

①平成２９年度事業計画について
八十嶋山行委員長から新年度事業計画を提案説明があり、一部日程を調整するとした・了承
改定版平成２９年度事業計画は事務局より１６日に役員へ配布、なお公益・共益日程が
見にくいとあり統合した事業計画書（案）を配布した、３月末までに日程・行程など再調整する
②平成２９年度支部総会開催について事務局より説明
後日、会員、準会員、会友へ返信用葉書同封にて案内とした・了承
③会計関係
③－１会計より公益事業に会計を本部へ報告する旨、説明があり了承
③－２共益会計については３月末日までに集計し本部へ報告とする・了解
④石川支部規約・規定の改定について
支部長より、本部よりの補助金削減につき、旅費・慶弔規定の見直し改訂をしたい
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総会までに素案を作成し各位へ図りたいので了解願いたい・了承
⑤新入会員

安田健二氏（池本会員推薦）

入会了承され、本人申し出により４月本部理事会へ

提出される
⑥会友退会

本人申し出により、津田弘子・大庭太洋子・中川邦子

３名退会・了承されました

⑦事務局より石川支部財産目録の一部について耐用年数が過ぎていると推測されるザイル等廃棄し
たらどうかと提案あり
１０年以上経過しているザイル４本は廃棄とする＞目録より削除検討・総会議案
ＧＰＳ ３セットあるがいずれも古く内蔵地図の更新もできないので廃棄も検討する＞
目録から削除検討総会議案

３. 月次集会

三水会

■２０１７年１月１８日（水） １９：００～２１：００
場所

：金沢市総合体育館

第三会議室

参加者 ：埴崎・池本・織田・津田・村上・町口・前田・藤江・八十嶋・樽矢・田井・堀
1 月 15 日の医王山の反省会から始まった。

１２名

本年の医王山は希に見る雪の少なさで、例年であれば雪に

覆われているブッシュが身長以上に出ており、ルートファインディングとラッセルの良いトレーニングに
なった。

地図および写真にてルートミスの反省報告を行った。

詳細は後項に報告を記載。

今後の予定ですが、各位から以下の内容にて話が出ています
・４月１５日（土）平成２９年度定期総会

中宮セミナーハウス

・（予）５月２９日（日）自然保護観察会（宝達山コブシの路）Ｂ案として 6 月４日（日）も検討中
・７月９日（日）/１０日（月）全国自然保護集会 岐阜
・８月５日（土）６日（日）上高地山岳研究所集会
その他、日程未定だが日本山岳協会の自然保護全国集会が石川県で開催される
本年は白山開山１３００年と言うことでいろいろイベントがあるので、各位には都度にご案内します

■２０１７年２月１５日（水） １９：００～２１：００
場所

：金沢市総合体育館

第三会議室

参加者

：津田

織田

前田

埴崎

町口

堀

大幡

八十嶋

藤井

樽矢

10 名

1 月の富士写ヶ岳の写真を皆で見ながら、雪の少なさに驚く。
また白山の写真に納得の山行の様子が伺えます。
５月の計画中の笈ヶ岳のＴ会員の冬瓜から笈ヶ岳、大笠、奈良岳、奥三方、奥池単独縦走の写真、
また、Ｙ会員の中宮山、大瓢箪山、大笠、笈ヶ岳の写真を見る
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■２０１７年３月１５日（水） １９：００～２１：００
場所

：金沢市総合体育館

第三会議室

参加者 ：参加者 中川 大庭 大幡 埴崎 前田 岡本 村上 澤村 池本 安田 堀 八十嶋 樽矢 他１名 14 名
堀会員の縞枯山山行及び中宮山、また荒島岳の写真をみながら報告をする。
新入会員安田氏・三水会見学１名参加にて報告写真を見ながら次回の山行計画の話題となる。
織田会員から来期には三水会で計画して三水会月例山行をしてはどうかと提案も出る。
三水会が山行のきっかけになる有意義な会にしようと各位から意見もでる。
なお、今回の集会は第３回の役員会も同時進行とする、役員会会務報告は本支部報にて
会員会友各位へ報告。
次回４月は４月１５日（土曜）に石川支部年次総会が開催されるので、４月はお休みとします。

Ⅲ.今後の行事予定
各参加申込は、指定期日までに事務局または各担当者までお願いします。
概要のみ記載されているものは、別途担当者から参加者へ詳細通知します。

１．平成２９年度
・日時

石川支部総会

平成２９年４月１５日（土曜）

・場所 吉野谷セミナーハウス

１６時から

白山市中宮ヲ１６

TEL：076-256-7246

平成２９年度石川支部総会開催についての案内がお手元に届いていると思いますが、会員・会友の
皆様においてはご多忙中のこととは存じますが、ぜひご参加ください。
総会への出欠、懇親会への出欠、宿泊については早めに４月７日必着にて返信をお願いします。
総会に欠席される方は委任状の提出を４月６日までにお忘れ無く返信をお願いします。
18 時半より懇親会も行われます、これまでの山行の反省や、これからの山行について自由闊達に
語り合いましょう。

２．月次集会
２０１７年（平成２９年）度
４月は総会のため月次集会はありません。
５月１７日（水）

１９：００～２１：００

場所

：金沢市総合体育館

第三会議室

場所

：金沢市総合体育館

第三会議室

を予定しています。
６月２１日（水）

１９：００～２１：００

を予定しています。
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Ⅳ.寄稿
１．医王山

ラッセル訓練＆道迷い報告

■２０１７年１月１５日（日）曇り時々晴れ
場所

：医王山（白兀山 896ｍ、蛇尾山(医王山)922m）

コース：見上峠～医王の里～西尾平～白兀山～夕霧峠～見上峠
参加者

：樽矢、堀、八十嶋

会員外参加：Ｋさん（20 代女性）

・例年になく少ない雪
個人的には年明けに医王山に行き、足慣らしにラッセル訓練をするのは毎年恒例の行事だ。
会員3名と、最近知り合った将来有望な山ガールのＫさんとともに挑んだ。 今シーズンは異様に雪が
少ないが、おりしも今年最大といわれる寒波が数日前から到来しており、ようやくまともに雪が降った
直後に実施することができた。

【医王の里】

【見上峠】
雪が深ければ見上峠からずっと尾根通しで歩い
ていくつもりだったが、この日の雪はなんとも少
なく、藪が出ているため登山道を避けて林道を行
くことに。山屋としてちょっと恥ずかしい。
林道は先行パーティーのトレースでしっかりと
雪が固められていてかんじきを履く必要すらなか
った。
しがらくびからかんじきを履いて登山道に入っ
たが、積雪はせいぜい1メートルといったところで、

【西尾平】

例年なら影も形も見えないような低木が露出して
いる。
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【しらがくび】

【白兀山

頂上にて】

・まさかの道迷い！
時間に余裕があったため、白はげ山から夕霧峠
まで通すことに。

先行パーティーは白はげ山で

昼食を取る様子だったので、今度はわれわれが先
行することに。トレースは全くなく、これでよう
やく新雪ラッセルが楽しめる。
雪は膝上ほどまでで、それほど足をとられない。
やわらかい新雪を踏みしめて歩くのは、ちょうど
いい運動だった。
【白兀山

直下の登り】

ただ厄介なのは藪。雪が少な

すぎて藪が全く隠れていない。

白はげ山頂上の展望台・方位盤は、例年ならま

中途半端に雪を

かぶり、頭を垂れて夏道を覆っている。

上はや

るまる雪に埋まっているはずが今年は完全に顔を

ぶこぎ、下はラッセル、めちゃくちゃ歩きにくい。

出していた。 例年より深さにして3メートルは積

雪山のセオリーとして尾根筋を歩きたいところ

雪が少ないのではないか。温暖化の影響だろう

ではあるが、このあたりは夏道も尾根を巻いてい

か？地球が心配になる。

るため、尾根は完全に藪。とても歩けたものでは
【白兀山

頂上展望台】

ない。歩きやすいところを探しながら、夏道に入
ったり、外れたり。

かなり時間を食った。それ

でも、尾根筋に沿ってトラバースしているのは間
違いないし、所々に道標があり、迷ってはいない
ことが分かった。
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【蛇尾山】

問題が起きたのは、
「蛇尾山は→」と書かれた道
標を越えたところ。

地形図では「医王山」と表

「あれ？どちらに？」
「いや、夕霧峠に。」
「え？

記しているちょうど真下の辺りだ。

夏道は尾根

夕霧峠に行くはずなのになぜ我々とぶつかるんで

に沿って巻きながら南下している。

蛇尾山のピ

すか？」
「？？？」ここまできてようやく気がつい

ークから夕霧峠に向かうためには、もうひとつ小

た。

ピークを越えなければならない、というのはあら

がつけたトレースではない！自分たちがつけたト

かじめ地図で確認していた。

レースを、逆戻りしていたのだ！あのときの私た

しかし、ガスと濃

我々がたどってきたのは、先行パーティー

い藪で全く視界が利かない中、蛇尾山～小ピーク

ちは間違いなく最高に間抜けだった。

間の鞍部をいつの間にか見過ごして、余計に尾根

・コンパスさんごめんなさい

を巻いてしまっていた（この時点では、全くその

どうやら、蛇尾山から南側の小ピークに降りる

ことに気づいていなかった。）

つもりが、蛇尾山の北側に降りてしまったようだ。

気がつくと、どこを探しても歩けそうなところ

そもそも尾根を巻きすぎていた私たちは、
「尾根

が無い。完全に藪に囲まれていた。 こういう時、

を右手に見ている＝南側に向かっている」はずが、

うかつに谷側におりるととんでもない所に出る。

「尾根を巻きすぎて北に向かって歩いている」状

いったん、尾根に突き上げた。そして出た場所は、

態だった。

蛇尾山の山頂。 これで何とか、目処はついた・・・

ば南にいくと思い込んでいたが、どっこい南北反

と思ったのが甘かった。

対だった。地図の神様がその場にいたら往復ビン

このとき、コンパスで

方位を確認しなかったのが痛恨のミスだった。

タで粛清されるところだ。

小ピークがあると思われる方向に歩いていく。

あわてて、先輩たちと顔を寄せ合い、コンパス

5メートル先も見えない藪の中を、身をよじるよ
うにして進む。

と地形図を取り出してにらめっこする。

すると、前方に、先行パーティ

のものと思われるトレースが。

蛇尾山を越えてまっすぐ歩いていけ

この時

点でようやく「自分たちがなぜ迷ったか」はっき

ふう、これで一

りと分かった。

そこからは、少し歩いてはコン

安心。 「やっぱり人の歩いた跡は歩きやすいぜ！」

パスで自分たちが南進していることを確認、迷っ

などとのんきなことを言いながらトレースをたど

た地点に近付いたらまた地図とコンパスを出して

っていくと、なんと！前から、先ほど白はげ山で

行き先を確認。

分かれたはずのパーティーがやってきた。

へ続く鞍部を発見する。
「もっと早くこうすればよ
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すると、あっさり南の小ピーク

かったね。

ごめんね、コンパスさん」と心の中

で謝る。
・夕霧峠ははるか遠く・・・
南の小ピークへたどり着くと、後ろからもうひ
とつのパーティーが着いてきていた。

私たちが

地図とコンパスを出しておっかなびっくり藪こぎ
をしていると、後ろのパーティーから「その辺の
藪が薄いところを歩けばよい」などと檄が飛ぶ。
どうやらかなり呆れられたかも知れない。

のろ

のろしてしまいすみませんと道を譲ると、なにや
ら向こうのパーティーは豪快に谷底へ降りていく。
方角は西。夕霧峠の方向と９０度ずれている。
この時点で、我々は小声で協議。 「どうする？
明らかに方角が違う」
「まあ、少し歩いたらトラバ
ースして夕霧に向かうのでは？」
「一応後ろを歩か
せてもらうか・・・」ということになったが、ど
うやら向こうは、夕霧峠に向かわず西側の林道に
直接下りる腹積もりだったようだ。林道が見える
ところまで行ったところで、はす向かいの奥医王

もう何十回も来た医王山で、こんな気持ちになる

山の位置から、かなり夕霧峠が遠いと分かる。 な

のは初めてだ。

んてこったい。先に聞けばよかった・・・。

き合わなければ痛い目を見ると再確認した。

どんなときでも、山と真剣に向

林道に下りるのはいいが、現在地と林道の間に

最終的には、8時ごろ登り始めて、15時ごろ下山

10メートルほどの崖があり、ケガのリスクがない

の7時間行動。 ふがいない山行になってしまった

でもない・・・。

一方、尾根まで戻るとしたら

が、文句ひとつ言わずに導いてくださった先輩方

何十メートルか標高を稼ぎなおさなければならな

と、
「意外と楽しかったですよ」と暖かい慰めの言

い・・・。今日何度目かの苦悩。

葉を下さったＫさんには深く感謝したい。

メンバーは疲

れた表情。
それでも、安全な道を選んだ。

向こうのパー

ティーにつつましく申し上げる。
「すみません、僕

教訓：雪が中途半端に少ないのはやっぱり危ない。

らは上に戻ります・・・」。

コンパス・地図とは仲良くしよう。

小ピークまで15分ほどかけてえっちらおっちら
戻り、南に向け藪こぎ再開。

よそはよそ、うちはうち。

するとどうだ、数

分もせぬうちに夕霧峠の小屋が見えた。

どんな山でもなめたらアカン！

「見え

たぜ、やったぜ！」思わず叫んだ。

（医王山
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文：八十嶋

写真：八十嶋・堀）

２．八ヶ岳

縞枯山

雪山散策

■２０１７年２月２６日（日）晴れ
場所
参加者

：八ヶ岳 縞枯山(2,403m)
：堀（夫婦にて）

当初は荒島岳の方に参加するつもりであったが、天気予報を見ていてもいまいちの様である。
こんな時は晴天率の高くて雪山気分を味わえる八ヶ岳へ。
安房までの飛騨側はなんとも言えない曇り空、471 号線の栃尾あたりで見えるはずの焼岳も雲の中。
今日の天候を気にしながら安房トンネルを越える。
すると松本方面はピーカンの青空、新島々を過ぎると正面に美ヶ原と霧ヶ峰が、頂上のアンテナ群まで
くっきりと見える快晴、諏訪湖サービスエリアで休憩、目前に八ヶ岳が北から南まで早く来いと呼んでいる。
諏訪インターで高速を下りてビーナスラインを登山口へと走る。
行く手にはこれから登る縞枯山が八ヶ岳ブルーの空に映えている。

【縞枯山】

スタートは北八ヶ岳ロープウエイの頂上駅、

しばらく進むと縞枯山荘、そして雨池峠。

駅を出ると北八ヶ岳 坪庭、シンボルのキツツキか

雨池峠からは南に縞枯山に向かって登る。

ら快晴の八ヶ岳ブルーの空の下、雪山散策に出発

雨池峠までは登山者も多くしっかり踏まれてお
りアイゼンの爪も気持ちよく刺さる。

です。

ここまでならアイゼンは無くても歩けます。
実際にアイゼンを付けていない登山者も多く見
かけました。

坪庭は周回散策コースになっており、今回は
反時計回りで右手の方に進む。

19

【縞枯山荘】

ちょっと掘り出して一枚。

【縞枯山

頂上】

【雨池峠】
天池峠から縞枯山に登り始めるが、しばらくは
傾斜も緩く気持ちの良いシラビソの樹林を登る。

頂上に着いたので終了、では無く、せっかくな
のでこの先の展望台まで行くことにします。
展望台までのルートは展望が良く、行きも帰り
も八ヶ岳を初め、遠くは南アルプスは北岳、仙丈
岳、甲斐駒ヶ岳が、中央アルプスも木曽駒ヶ岳
からほぼ全体が、御岳もどっしりと見えています。
残念ながら北アルプス方面は雲がかかり良く見
えませんでした。

【展望台へのルート】

しかしルートは進むにつれて傾斜が増してくる。
地図を見ると分かりやすいが、頂上が近づくに
つれて等高線の間隔が詰まっており、しかもルー
トはほぼ直登で上って行く。
頂上直下が一番の急傾斜、頂上へと続く八ヶ岳
ブルーの空が見え、ここが一番の頑張りどころで
ある。
【展望台】

ここを抜けると呆気なく頂上に出た。
で、頂上はどこか？

探すと埋もれていました。
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縞枯山に戻り、風を避けて樹林の陰へ、お楽し
みのラーメンタイム。
気温は-10℃程度であるが 2 月とはいえ、快晴な
ので風を避ければそんなに寒くはなく、小一時間
ほどの大休止をしてしまった。
さて、下山しますか。
下山は登って来たルートをそのまま雨池峠に、
帰りは坪庭周回散策コースを回ることにし途中で
【↑ 展望台より 南八ヶ岳方面】
【↓ 手前左から 天狗岳、赤岳、阿弥陀岳】

少しだけ北に行く。
下山途中に思わぬ落とし物が・・・・・、
坪庭周辺はアイゼンが無くても一応は歩けると思
うが、これを落とした人は気づかないのだろう
か？
最近はやりのチェーンスパイク。
そう言えば登山口には夏のトレッキングシュー
ズでチェーンスパイクを付けている人や 4 本爪の
簡易アイゼンを付けている人が多かったかな。

【↓

南アルプス

左より 北岳、甲斐駒ヶ岳、仙丈岳】

さらにピッケルを持っている人がとても少なく、
ほとんどはストックのみでした。
坪庭周辺は冬でも観光地化しており 12 本爪の
アイゼンにピッケルのオーソドックスなスタイル
は似合わないかも、と思いました。

↓

【御岳】

【落とし物のチェーンスパイク】

（縞枯山
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文・写真：堀）

Ⅴ.その他案内
１．平成２９年度

久弥祭

平成２９年４月２３日(日) 午前８時から、
加賀市枯淵町九谷ダム 富士写ヶ岳 登山口駐車場において久弥祭が開催されます。
式典後はシャクナゲ咲く富士写ヶ岳登山へ、昨年、平成28年に石川支部も協力し頂上に設置した方位盤に
逢いに登りませんか、多くの会員・会友の参加をお願いします。
詳細は、石川支部のホームページに開催要項を掲載しています。
石川支部ホームページ http://jac-isk.com/
久弥祭 開催要項

http://jac-isk.com/event/2017_04_23kyuyasai/29_04_23kyuyasai.pdf

２．フェイスブック(Facebook)の活用について
石川支部ではホームページだけでなく、フェイスブック(Facebook)を利用し情報発信を行っています。
日本山岳会デジタルメディア委員会でも２月からフェイスブック(Facebook)を試験運用されており、
石川支部とも記事をお互いにシェアしています。
３月１１日の中宮山の報告についてもシェアして頂き、日本山岳会デジタルメディア委員会より、
以下の連絡を頂きましたので報告(原文を記載)します。
石川支部様の（雪山訓練山行報告

中宮山

事実大変興味深く読ませていただきました。

平成２９年３月１１日）の記事は反響も大きく、
今後も各記事のシェアをお願い申し上げるとともに、

日本山岳会 A,B サイト記事掲載も internet@jac.or.jp までお送りいただき掲載させていただきたく
宜しくお願い申し上げます。
折しも那須岳、安達太良山での雪崩事故もあり、中宮山での雪山訓練は有意義だったと思います。

支部報は年 4 回の発行でありタイムリーではありません。
ホームページは、ほぼタイムリーに情報発信していますが、フェイスブック(Facebook)でも同様に
情報発信を行い、デジタルメディアを有効活用して行きたいと思います。
フェイスブック(Facebook)については情報発信だけでなく、会員・会友の情報交換や山行計画の連絡に
おいても有効に使用できると思いますので各位のご意見をお聞かせください。
現在、フェイスブック(Facebook)のアカウントを持たれている方、この機会に会員・会友同士で
「友達リクエスト」を検討され、山行に活用されては如何でしょうか。
アカウントを持たれていない会員・会友の方、フェイスブック(Facebook)を始めて見ませんか。
メールでの連絡も従来通り続けて行きますのでメールアドレスの登録もお願いします。
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３．新入会員・会友の紹介
○会員

２名の方が入会されました。

塚谷 義昭さん

(加賀市) [会員番号：16134]

下坂 正明さん

(小松市) [会員番号：16135]

○会友

２名の方が入会されました。

べん や

辨 谷 智菜美さん

(野々市市)

田原 綾さん

(金沢市)

４．本年度の退会
○会員

１名の方が退会されました。

・7137 池内 信彦さん
○会友

５名の方が退会されました。

・河原 峰子さん ・綿上 克久さん ・津田 弘子さん ・大庭 太洋子さん ・中川 邦子さん

５．情報
日本雪崩ネットワークに【事故調査】170327 那須岳雪崩事故の速報が掲載されています。
http://www.nadare.jp/news/170327nasu_report/
同日は安達太良山でも雪崩による事故が発生しています。
報道されていない詳細も掲載されています、ぜひご覧頂き教訓とし、今後の山行に役立ててください。

編集後記
桜の開花も聞こえ初め、北陸地方は 4 月 5 日～10 日と
予想されています。

低山の方は雪が解け始め早春の花の

便りもチラホラと聞こえてきています。
この時期の山では冬と春が同居し、天候が荒れると冬に、
天気が良く気温の上昇と共に雪崩のリスクが高くなります。

日本山岳会 石川支部報

会員・会友各位においては十分に気を付けて、

発行日 2017 年(H29)年 3 月 31 日

山行を行ってください。

発行者 公益社団法人日本山岳会

山行される場合は登山計画書の提出をお願いします。

石川支部長
編集者 支部報担当

中川博人

電話

堀

正春

076-232-3555

E-mail isk@jac.or.jp
HP
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