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表題:権現山～弘法山～吾妻山～鶴巻温泉
.権現山～弘法山～吾妻山～鶴巻温泉
*[01* 日
付<]'87/10/04＠日付
*[02* 山
系<]丹沢＠山系
*[03* コ ー ス<]権現山～弘法山～吾妻山～鶴巻温泉
*[04 地図・案内<]エリアガイド／４５ 東京周辺日帰りハイキング
［コース］小田急秦野－権現山－弘法山－吾妻山－鶴巻温泉
電車の駅から歩いてアクセス可能で、山登りといった雰囲気はまるでなく、近くの人
の憩いの公園散歩あるいは丘陵のハイキングといったと ころ。箱根、富士山、丹沢方
面の見晴らしは抜群。春になると規模はそれほどでもないが、桜並木に見物客大勢。秋
から冬には歩けクラブの人 たちがよく来る。
('87/10/04) 歩数計換算 １５km
9:35 竹山発
11:00 秦野駅 駅を出て右の方に行くとハイキングコース、従来のコースは駅を出て川
を渡りほぼ真っ直ぐ商店街の中をとうる。
11:43 権現と弘法の分岐点 男坂は多少きついが距離は殆どなし。分岐に民家が１軒あ
り、おじさんがジュース等を販売。価格は普通。
11:55 権現山 広場になっていてブランコ等あり。家族ずれ、中高性の集団等 人多し。
12:55 弘法山 広場狭く、集団で弁当広げた人たちでいっぱい。大師堂を少し下りたと
ころで昼食。日本歩け協会の集団～200 人（年寄りから子供まで）
12:49 出発
14:30 鶴巻着 石仏の道に下りてから、迷ってしまい東海大前までもどってしまった。
くやしいので、鶴巻まで戻ったが途中でまた迷い時間がかかった。
尾根を下りないで、もうひとつ行ったところが吾妻山。そこを下りると
迷わずに温泉に出れる。鶴巻温泉はいかにも俗っぽい。

表題:大楠山
.大楠山
*[01* 日
付<]'87/10/10＠日付
*[02* 山
系<]湘南＠山系
*[03* コ ー ス<]大楠山
*[04 地図・案内<]エリアガイド／４５ 東京周辺 日帰りハイキング P118
［コース］横須賀線 衣笠＝池上十字路－大楠山登山口－前田橋＝逗子
２４０ｍと低い山であるが、三浦で最高峰？という事で見晴らし良好。少し、山に入
るとまったくの山村風景になり、自然を残している。
9:20 竹山
11:09 衣笠
なんとか廻りの横須賀行きに乗車。
11:20 池上十字路 バス下車して十字路を左折。大きな標識があり、左折して住宅の中
を登りきって右折すると指導標がでてくる。横横道路の下くぐって
行くと谷川沿いの道で雰囲気もよい。会談場の結構きつい登りをす
ぎるとゴルフ場の横に出る。ゴルフ場をすぎると林道（？）
。前田
橋方面へ少し行くと、頂上への道が右に分岐。
12:24 頂上。 野鳥の会、家族連れ、おばさん集団と結構な人出。名物？の高橋じいさ
んがマイクで子供に注意。風が強く、展望台に登る途中スリルあり。
13:00 下山。 尾根道で上下あり。途中、雨の鉄砲水でけずられたところあり、歩きに
くい。あちこちで山芋を掘った跡がある。
14:09 前田橋。
14:2? 芦名バス発。笠島の自然教育園まで行こうと歩きだしたが、芦名のバス停で時間
不足となり諦める。
15:00 逗子駅
16:3? 竹山

表題:高尾
.高尾
*[01*
*[02*
*[03*
*[04

日
付<]'87/10/26＠日付
山
系<]中央線＠山系
コ ー ス<]高尾
地図・案内<]

［コース］八王子＝高尾－表参道（１号路）－山頂－稲荷山コース－高尾山口
曇天。
11:20 登山開始。表参道は道がよく、雨の後でも問題なし。整備されすぎて公園のよう
だ。
??:?? 山頂。
曇っており、展望もきかないうえに非常に寒かった。結構の山スタイ
ルのおばさん２人が反対側から現れた。小仏方面からきた？
14:20 高尾山口。いろんなコースあり。地図で調べておいた方がよい。
15:40 鴨居着。

表題:大山
.大山
*[01*
*[02*
*[03*
*[04

日
付<]'87/11/15＠日付
山
系<]丹沢＠山系
コ ー ス<]大山
地図・案内<]エリアガイド／４５ 東京周辺 日帰りハイキング利用

［コース］小田急伊勢原＝大山ケーブル＝下社－山頂－見晴らし台－下社＝大山ケーブル
＝伊勢原
山へ行こうかと思い出して、意識的に計画した初めての試み。
天気不良。
10:00 竹山発

上のほうはガスっていて、何も見えないし、寒かった。岩を積み上げ
た石段といったかんじで、すべって歩きにくい。それでも見晴らし台
付近でガスが切れてなかなかの眺望が得られた。
ケーブル駅のバス停での混雑すごく、数台のバスを待つ。本降りとな
り、ビニールコート使用。

18:00 竹山着。

表題:ジダンゴ山
.シダンゴ山
*[01* 日
付<]'87/11/23＠日付
*[02* 山
系<]丹沢＠山系
*[03* コ ー ス<]シダンゴ山
*[04 地図・案内<]
連れ合いと。
［コース］小田急新松田－ＪＲ松田＝田代向－シダンゴ山－寄休養村＝新松田
758.1ｍの山。ハイキングガイドには記載されていたが、丹沢の地図には名前が載っ
ていない程度のところで訪れる人も少なそう。
頂上は狭いし、植林された杉の中に落ち込んだかんじで、見晴らしも得られない。
8:15
8:35
9:30
9:45
10:15

鴨居発
町田着 8:45 発
新松田着
ＪＲ松田バス発
田代向 閉まっていたが、小さな主婦の店みたいなのがあり、トイレもある。バ
スの金額表示に出る停留所名を次の停留所と勘違いしてひとつ前で下車。

10:30

11:55
12:20
13:20
13:38
15:30

魚釣りのおじさんに教えてもらって川沿いに歩く。おかげで少し時間が
かかった。
出発
途中、ハイキング仲間もおらず、まわりは山だらけというわけで少し不
安になる。まあ、いいだろうと登り続けるとハンターの集団に会った。
銃を目の前にするのも気持ちのよいものではない。そうこうするうちに
子供の声が聞こえてきてほっとする。
頂上
家族連れが一組いた。先ほどの声の主。
下山。 殆ど１直線の下り。逆コースをとると大変そう。向こう側の山が紅葉し
て、なかなかの風景。
寄休養村着
バス発。
鴨居着。

表題:震生湖－渋沢丘陵
.震生湖－渋沢丘陵
*[01* 日
付<]'87/12/20＠日付
*[02* 山
系<]丹沢＠山系
*[03* コ ー ス<]震生湖－渋沢丘陵
*[04 地図・案内<]
先輩 T さんとハイキング
［コース］ 小田急秦野－白笹稲荷神社－震生湖－渋沢峠－渋沢駅
小田急線の東南側にある丘陵で、丹沢山系の眺望良好。湖は関東地震でできたもの
らしい。小さな湖（大きめの池？）だが、魚がいるらしく
大勢の釣り人がいた。
丘陵途中はミカン畑等の田園風景。
9:38 鴨居発。
10:05 町田発。 T さんと待ち合わせ。
10:40 出発。
指導標あり。住宅街を抜けて震生湖方面への丘にでると、眺望最高
で丹沢山系がよく見える。
11:35 震生湖
??:?? 渋沢峠
小さな鳥居をとうると主道路に出る。そこで昼食をとり、５０分休
憩。T さんとだべり。
14:00 渋沢
15:00 町田

表題:道了尊
.道了尊
*[01* 日
付<]'88/01/02＠日付
*[02* 山
系<]箱根＠山系
*[03* コ ー ス<]道了尊
*[04 地図・案内<]
初詣をかねて連れ合いと
［コース］小田急小田原＝伊豆箱根鉄道大雄山－最乗寺－丸太の森入り口－明神林道－大雄山駅－小田原
9:40
10:07
12:03
13:00
17:00

竹山
鴨居
大雄山駅
最乗寺
鴨居

表題:八管山（やすげやま）
.八管山（やすげやま）
*[01* 日
付<]'88/01/10＠日付
*[02* 山
系<]丹沢＠山系
*[03* コ ー ス<]八管山（やすげやま）
*[04 地図・案内<]ホリデーＪＯＹ 東京周辺ファミリーハイキング P182
［コース］小田急本厚木＝一本松バス停－八管山－展望台－上萩野バス停＝本厚木
近くの人の家族でぶらりとくるといった漢字のところである。わざわざいく程のとこ
ろでもなさそう。
('88/01/10)
10:30 鴨居発
11:15 本厚木
かみみませ
11:32 バス発 バスセンタ１０番で上三増行き（三増経由半原行き、三田経由愛川町役
場行きもＯＫ）
。
12:00 一本松 小学校方面へ歩くとＴ字路につきあたる。中津川、川をはさんで山並。
八管橋が見えるつづら折りの道を下る。
山に囲まれた、川と田畑という田園風景。
12:25 八管神社 入り口に樹齢３００年のスダジイ、大きな木が多い。
12:45 展望台 町田、川崎、東京と見晴らしよし。途中にさえぎるものなく、秩父かア
ルプスが遠くに見える。反対側には丹沢山系が広がる。
13:00 出発
ゴルフ場の端を歩いていく。フェンスもなく、その気になれば中に入れ
る。最後は本当にゴルフ場ないの通路を歩く事になる。
13:30 上萩野バス停
15:30 鴨居

表題:鐘ガ岳
.鐘ガ岳
*[01* 日
付<]'88/01/16＠日付
*[02* 山
系<]丹沢＠山系
*[03* コ ー ス<]鐘ガ岳
*[04 地図・案内<]ホリデイＪＯＹファミリーハイキングＰ５６
［コース］小田急本厚木＝広沢寺温泉入り口－浅間神社－鐘ガ岳山頂－山の神随道－広沢
寺温泉－広沢寺温泉入り口＝本厚木
５６１ｍの低山。鐘ガ岳の神社は、古くは浅間神社で、上杉なんとかが保護、徳川時
代には尾張の徳川なんとかが帰依したとか。明治の廃仏毀釈によって寺院がなくなった
後、村の八幡、日枝神社の合祈により七沢神社となった。神社の５分程上が頂上、しば
らく下山すると山の神広場に着く。数本の道に分岐している。一番明瞭な左にＵターン
するかんじの道をとると山の神トンネルの入口に出る。
上記の案内書ではトンネルでの方向を正反対に書いてある。いいかげん。反対側にと
り、不動尻キャンプ場まで行ってしまった。途中、２人づれの登山者に会って、聞けた
からいいようなものの。神社のところで町並みが見える程度で、頂上の見晴らしは無し。
8:45 竹山。
9:05 鴨居
9:07 鴨居発
9:26 町田着
9:36 町田発
10:27 本厚木
バスセンタの９番－－－１時間に２本程度。
11:00 広沢寺温泉入り口
ひとつ先が上谷戸で折り返し所。もづると、すぐ右への分
岐を登る。標識あり。
そのまま舗装道路をゆるやかに登っていくとＹ字路に出る。左の登り
は広沢寺温泉へ、右の下りが鐘ガ岳入り口へ。右へ分岐してすぐの所
に町工場。後は道なりに行くと標識があって、左に石段を登る。
12:05 浅間神社
12:07 山頂
中年夫婦、アマ無線の２人づれと単独おじさんのみ。
12:30 下山
13:00 随道
ここで道を間違えてトンネルをとうってしまう。実は工事中であった
が、誰もいないので強引にとうってしまった。

14:20
15:15
15:40
16:40

引き返してきた時は、工事再開で再度 山の神広場まで登らされた。地
図の必要性と案内書のいい加減さを痛感。
温泉入り口
本厚木
町田
竹山

表題:大山－ヤビツ峠－蓑毛
.大山－ヤビツ峠－蓑毛
*[01* 日
付<]'88/01/29＠日付
*[02* 山
系<]丹沢＠山系
*[03* コ ー ス<]大山－ヤビツ峠－蓑毛
*[04 地図・案内<]
［コース］小田急伊勢原＝大山ケーブル＝下社－大山－ヤビツ峠－蓑毛＝秦野
流石に冬場のためか人は少なく、頂上で夫婦１組と６人位のおばさん組、３組のおじさんグループに会った程度。
そういえばヤビツ分岐のところで単独のおばさんが弁当を食べていた。ヤビツから蓑毛の道が不安であったが、
馴れたかんじのおじさんと殆ど一緒になった状態で下山できた。
鴨居着
伊勢原着
下社着
頂上。
冬の晴天で見晴らしよかった。
下山
日のあたる所は霜がとけてどろどろ、日のあたらないところは１５ｃｍ位の霜柱でボコボコ。
ヤビツ峠。鍵のかかった山荘あり。下におりた広場にバス停と駐車場
山荘手前に蓑毛分岐の標識あり。
15:20 蓑毛着
結構長い。バスは :00,:20,:40 とある。
15:40 秦野着
17:30 竹山
9:30
11:00
11:30
13:00
13:20
14:10

表題:大山－日向薬師
.大山－日向薬師
*[01* 日
付<]'88/02/21＠日付
*[02* 山
系<]丹沢＠山系
*[03* コ ー ス<]大山－日向薬師
*[04 地図・案内<]丹沢の登山地図とアルペンガイド丹沢
［コース］ 小田急伊勢原＝大山ケーブル＝阿夫利神社下社－ヤビツ峠分岐－大山頂上－ヤビツ峠分岐－ヤビツ峠－蓑毛
＝小田急大秦野駅＝町田
約 1200 年前、良弁大僧正によって開山。別名 阿夫利山または雨降山。標高 1252ｍ，表登山道のケーブルを利用す
れば、標高差 約 500ｍの登
り。高尾の様に公園化していないが、指導標もしっかりしており、道もまあまあ整備され
ている。表登山道、ヤビツ峠、日向薬師、広沢寺と
コースがある。交通の便が良い表コースは、信仰登山のお年寄り
から家族ハイクの幼児づれまで、天候，季節によらず結構の人出。
竹山バス停
町田発
下社登山口
頂上。
結構の人出。ボーイスカウトらしい集団がいて賑やか。本社が開いていた。
下山
雷の峰見晴らし台
下山
見晴らし台の小屋の前を直進するとＴ字路にぶつかる。右のすぐのところに大きなお地蔵さん。
左にとって下っていくと林道に出る。左にトイレがあり、その少し前の山道を下っていくと伊勢原青年の家
に出る。
14:30 日向薬師バス停
15:03 伊勢原着
16:40 竹山着
9:01
9:35
10:55
11:55
12:20
13:12
13:20

表題:広沢寺温泉－日向山－日向薬師
.広沢寺温泉－日向山－日向薬師
*[01* 日
付<]'88/03/06＠日付
*[02* 山
系<]丹沢＠山系
*[03* コ ー ス<]広沢寺温泉－日向山－日向薬師
*[04 地図・案内<]
［コース］小田急本厚木＝広沢寺温泉入り口－弁天岩－大釜弁財天－七曲峠－日向山－日向薬師＝伊勢原
朝、鶴見の石井で購入した軽登山靴の足慣らしを目的として、午後から出かける。弁天岩はロッククライミングの練
習場として有名。川沿い
に登っていくと、川の中に大釜弁財天がある。とうりすぎて、しばらく行くと左に日向山へ
の登り口。七曲がり峠に出て、Ｔ字を右にとると
日向山。
２００～３００ｍ位の低山で距離は短いが、多少急勾配。日向山を抜けると日向薬師の上に出る。
13:40
14:15
14:30
14:40
15:00

広沢寺温泉入り口
七曲峠
日向山
日向薬師
日向薬師バス停

表題:大山～広沢寺温泉入り口
.大山～広沢寺温泉入り口
*[01* 日
付<]'88/03/13＠日付
*[02* 山
系<]丹沢＠山系
*[03* コ ー ス<]大山～広沢寺温泉入り口
*[04 地図・案内<]
［コース］ 小田急伊勢原＝大山ケーブル＝阿夫利神社下社－ヤビツ峠分岐－大山頂上－雷の峰分岐－唐沢峠
－不動尻キャンプ－広沢寺温泉－本厚木
約 1200 年前、良弁大僧正によって開山。別名 阿夫利山または雨降山。標高 1252ｍ，表登山道のケーブルを利用す
れば、標高差 約 500ｍの登
り。高尾の様に公園化していないが、指導標もしっかりしており、道もまあまあ整備され
ている。表登山道、ヤビツ峠、日向薬師、広沢寺と
コースがある。交通の便が良い表コースは、信仰登山のお年寄り
から家族ハイクの幼児づれまで、天候，季節によらず結構の人出。広沢寺温
泉コースが歩行距離はもっとも長く、人
も少ない。特に、冬場は北斜面になるためか、積雪が残る。
9:24 鴨居発
9:46 町田発
10:15 伊勢原バス発
11:00
11:25
12:20
12:45
13:02
13:23

13:53
14:30
15:30
15:44
17:40

ケーブル発
登山口
山頂
下山。
不動尻分岐
唐沢峠

大山マラソン登山にぶつかる。バスの横を大勢が走る。ケーブル駅まで歩きにくかった。
マラソンは下社まで。

見晴らし台方面への道、ぬかるみがひどい。
指導標あり。
日の当たるところはぬかるみ、日の当たらないところは雪がアイスバーン。
ずるずるすべり、転倒ぎりぎりで耐えたが、ひどい所では歩くのではなく、
すべり下りている感じ。
両側が崖で鎖で保護したところあり。
不動尻への分岐 十字路になっていて、不動尻は右へ分岐。指導標が古びており、要注意。
キャンプ場 14:40 発
温泉入り口バス停
バス発
竹山着

表題:大山三峰
.大山三峰
*[01* 日
付<]'88/03/19＠日付
*[02* 山
系<]丹沢＠山系
*[03* コ ー ス<]大山三峰
*[04 地図・案内<]
［コース］小田急本厚木＝煤ガ谷（宮ガ瀬行き）－湯出川橋－物見峠分岐－山の神－北峰－三峰－不動尻－広沢寺温泉入
り口＝本厚木
大山から北方に伸びる尾根筋に連なる４～５個のピークからなる。起伏も結構あり、一部ザレたところとか鎖場
はしごもあり変化に富んでいる。交通の便も結構良いほうだが、訪れる人はあまり多くなく、静かである。
登り口のあたりには野生の猿もいるようだ。狩猟期には猪のハンターもいる。
8:53 町田着
10:20 煤ガ谷

11:20
11:37
11:52
12:30

12:55
13:34
14:35
15:45

バス進行方向の橋をわたって、すぐ左折。しばらく田舎道を緩やかに登るとＹ字の分岐、
右にとる。指導標あり。
登山カードをいれるボックスをとうり、あぜ道を直進すると次第に山道に入る。
ベンチと指導標あり。

物見峠分岐
山の神
北峰登り途中 右に分岐あり、見送る。指導標あり。ここまでは、普通の緩やかな山道。
山頂ひとつ前 途中、道を失い、雪の斜面をはい登る。ここまでにも、いくつかの小さなピークがあり、
結構疲れる。本日の一番きついところが、このピークである。
右に回り込む様に登って行くのが本来の登山道であるが、それでも相当にキツク
よじ登るかんじになる。
山頂
途中、丹沢裏側の展望が得られるが、頂上からの風景はそれほどのものではない。
頂上手前には、鎖場,はしごが多数ある。少しの間だが岩を登り下りする感じのところあり。
下りベンチ
頂上から一度ｕｐ－ｄｏｗｎｎしたところにあり。後は、ザレた斜面を稲妻状に下る。
途中、短いがロープで下るところあり。下りたところの谷川は気持ちがよい。
キャンプ場
広沢寺温泉
かなり距離のある舗装林道歩き。
入り口バス停

表題:大山三峰
.大山三峰
*[01* 日
付<]'88/04/16＠日付
*[02* 山
系<]丹沢＠山系
*[03* コ ー ス<]大山三峰
*[04 地図・案内<]
［コース］小田急本厚木＝煤ガ谷（宮ガ瀬行き）－湯出川橋－物見峠分岐－山の神－北峰－三峰－不動尻
－広沢寺温泉入り口＝本厚木
大山から北方に伸びる尾根筋に連なる４～５個のピークからなる。起伏も結構あり、一部ザレたところとか鎖場,はし
ごもあり変化に富んでいる。交通の便も結構良いほうだが、訪れる人はあまり多くなく、静かである。登り口のあたりに
は野生の猿もいるようだ。狩猟期には猪のハンターもいる。
前回が積雪とはじめてのため、歩くのに精いっぱい、楽しむところまでいかなかったので、再度訪問。
8:30
9:05
9:40
10:30

出発
町田発
本厚木
煤ガ谷着

11:27 物見峠分岐

宮ガ瀬行き乗車
ラッシュ並みの乗車率。ほとんどの人は途中の飯山観音で下車。１組の夫婦と一緒に下車。
結局、後先になりながら最後まで一緒になる。
休憩中に先ほどの夫婦がくる。高尾に比べ静かだと感激していた。
彼らは弁当を広げ始めたので、分かれる。

11:44 山の神
12:05 北峰の登り口 結構うるさい小父さん集団を追い抜く。
12:45 北峰頂上
前と同じく岩の上で休む。やはり、最後の登り道が判然とせず、前回と同じコースをよじ登る。

13:05
13:25
13:50
14:52
15:54

登り口の右側で小母さん集団が弁当広げていたが、その場所が登り口のようである。
もっとも、後でわかったが、そちらでも結構きつい。
熟年夫婦１組，小母さん２人連れ,小父さん単独。ここで、弁当。

頂上
下山
下りのベンチ 最初に会った夫婦がえらく早足で下りて行った。
キャンプ場
温泉入り口
少し慣れたのか、一気に速歩。先ほどの夫婦に会う。
バス停

表題:仏果山～経ガ岳
.仏果山～経ガ岳
*[01* 日
付<]'88/04/23＠日付
*[02* 山
系<]丹沢＠山系
*[03* コ ー ス<]仏果山～経ガ岳
*[04 地図・案内<]二万五千地図：厚木、上溝

ｱﾙﾍﾟﾝｶﾞｲﾄﾞ丹沢（山と渓谷者）で十分

［コース］小田急本厚木＝（半原行）＝撚糸組合前－松葉沢沿い－仏果山－秋葉山－八州峰－半原越－経ガ岳
－半僧坊前＝本厚木＝町田
仏果山は 747ｍ、経ガ岳は 633ｍと低山の尾根を歩くハイキングコース。標高はそれ程でないが、仏果山には
鉄製の展望台があり、丹沢山系から関東平野に広がる 360 度のパノラマが得られる。経ガ岳も丹沢方面の展望良好。
また、コースは関東ふれあいの道に指定されおり、丹沢にしては大山、表尾根の超例外を除き訪れる人が多い様である。
8:53
9:13
10:00
10:45
12:15
12:45
13:55
14:17
14:20
14:35
15:20

15:30
15:45
18:00

鴨居発
連休前のためか、土曜日のこの時間にしては勤め人多い。
町田着
本厚木
半原行きバス発車
撚糸組合着 松葉沢沿いにゆっくりとした登り。途中に昔の小学校校舎のような小さい工場が数軒。
江戸時代から産業で絹縫糸では全国の８割を占めるとの事。
仏果山頂上 広くて見晴らしも良好。展望台があって、３６０度の眺望が得られる。南西側は丹沢山系、
北東側は関東平野。中年集団２組と小父さん単独が２組。
下山
東京健歩クラブの熟年集団と会う。とても歩けず、約１０分程待機。それにしても７０才は
すぎていると思われるおばあさんが何人か混じっていた。
半原越
途中、尾根歩きが長く、道が心配になる。特に、間違うような分岐もなく道なりでＯＫ。
右下の採石場を回り込むかんじで下山すると立派な舗装林道に出る。
経石
林道を横切って、また登りだす。
経ガ岳山頂 丹沢山系の見晴らしよし。１組の老夫婦と会う。
下山
堰堤
途中、まったく人気無し。シダの生えた森の中を谷間に下りていくかんじで多少きみわるし。
堰堤の上で休む。森の中にポッカリとあいた空間といった感じで、聞こえてくるのは小鳥の
さえずりとせせらぎのみ。実にきぶんよく眠くなってくる。風邪くすりのせいかもしれないが。
出発
半僧坊バス停 １時間に２～３本
帰宅

表題:石老山
.石老山
*[01* 日
付<]'88/04/30＠日付
*[02* 山
系<]中央線＠山系
*[03* コ ー ス<]石老山
*[04 地図・案内<]
［コース］中央線相模湖＝石老山入り口－相模湖病院－顕鏡寺－石老山－大明神見晴らし台－ピクニックランド前
＝相模湖駅
相模湖の南岸にある標高６９４ｍの低山。道は明瞭で指導標も完備。ファミリーハイク向けの山で訪れる人も結構
多い。顕鏡寺までに富士山からきたと思われる大きな溶岩・奇岩があり、それぞれに名前がついている。
相模湖を見おろせ、反対側では丹沢から富士山にかけての眺望が得られる。

8:52
9:35
9:42
10:17
11:15
11:47
12:17
12:45
12:55
13:33
13:??
13:55

鴨居発
八王子着
八王子発
石老山入り口 顕鏡寺の奥の院まで多数の大岩－火山弾。水が豊富そうで、丸石を埋めた道を水が流れている。
融合平
広場になっていて、陣馬から城山,相模湖の見晴らし良好。１組の夫婦と地図を見ながら山の
同定をする。
頂上
丹沢から富士山の見晴らしが秀逸。
下山
大明神
見晴らしの良い尾根歩き。
大明神見晴らし台 丹沢、富士山に加えて相模湖も望める。
車道着。
途中、人気のない細い山道。少し整備すると顕鏡寺側と同じ様な道になりそう。
殆ど下りたところに谷川。
ピクニックランド前バス乗車。
相模湖駅 立川行き乗車。

表題:景信山～高尾山
.景信山～高尾山
*[01* 日
付<]'88/05/01＠日付
*[02* 山
系<]中央線＠山系
*[03* コ ー ス<]景信山～高尾山
*[04 地図・案内<]アルペンガイド 東京周辺の山
連れ合いとハイキング
［コース］中央線八王子＝ＪＲ高尾（北口）＊小仏終点－景信山－小仏峠－城山－高尾山－高尾山入り口＝高尾＝八王子
高尾山から西に延びる山稜は奥高尾山稜と呼ばれ、城山，小仏峠，景信山すこしはなれて陣馬山と連なっている。
東京からの交通の便が良く、登山道もよく整備（されすぎ？）ているため、四季を通じて大勢の人が訪れる
ハイキング入門コース。
8:32
8:42
9:25
9:28
9:55
10:10
11:00
11:40
12:05
12:36
14:40
14:50
15:30

竹山バス
鴨居発
八王子着
高尾行き発
小仏行きバス ハイカーで満員。
小仏着
進行方向に１０分程歩くと右に分岐する登り道。
景信山頂上
途中、歩けクラブと思われる小母さん・小父さんの大集団に会う。ラッシュで歩きにくし。
頂上には茶屋があり、広々としているが、ものすごい人数がいた。
小仏峠
ここにも茶屋がある。少し行くと城山へ登る道と高尾山に直行する道に分岐する。
城山
茶屋とパラボラアンテナ。景信山山頂ほどではないが、結構広い山頂で大勢の人がいた。
子供が騒がしくまるで遊園地の芝生にいる感じである。食事。
出発
高尾山入り口 高尾山頂はバイパスして、６号路－５号路ー琵琶滝のコースを選ぶ。最初は沢歩きとなり、
なかなか気持ちの良い道だが、ここでも人が多すぎる。
高尾山入り口発
鴨居着

表題:倉岳山
.倉岳山
*[01* 日
付<]'88/05/03＠日付
*[02* 山
系<]中央線＠山系
*[03* コ ー ス<]倉岳山
*[04 地図・案内<]アルペンガイド 東京周辺の山、'87/11 のウォークが詳しい
連れ合いとハイキング

［コース］中央線八王子＝鳥沢－小篠貯水場－石仏－穴路峠－倉岳山－立野峠－梁川駅＝八王子
標高９９０ｍで桂川と秋山川にはさまれた山塊の最高峰。道志、丹沢の展望が得られる。高尾のように箱庭化され
てらず、訪れる人も少なく気持ちの良い山歩きを楽しめる。前日に、南のほうの鹿留山で熊がでたとの記事があり
心配したが、登り下りとも数組の人一緒になり安心した。
7:44
8:01
8:44
8:53
9:05
9:45
10:20
10:50

12:12
12:55
13:20
14:15
14:55
15:12
17:00

竹山バス発
鴨居発
橋本まで前の電車に乗り、乗り換える。
八王子着
八王子発
すごい混雑。相模湖、高尾に遊びにいく人。
高尾乗換
鳥沢着
駅前の北をとうる道に出てしばらく右に行くと、中央線をくぐる小さなガードあり。
田舎の家並みの中を歩く。高畑山方面の道標に従えばＯＫ。
貯水池
補修ちゅうか、完全に渇れていた。
石仏分岐
途中、沢沿いの気持ちの良い道あり。この後、道が２分するがすぐ合流。
熊がきになり、できるだけ人のうしろについたりして・・・。しばらくすると山腹を登る
ようになるが、ヤブが多い、夏場はたまらないだろう。やまぶきの花がみごと。
山頂
それほど広くない山頂に２０人くらい。南東方面はひらけており、道志，丹沢が望める。
反対側は木が成長しており、展望なし。
下山
立野峠
途中に、見晴らしのよいところあり。
沢で休憩
梁川駅着
駅への途中、桂川にかかる立野橋は進級の２本あり。旧橋は釣り橋になっていて、人は通行可能。
梁川駅発
竹山着

表題:弘法山
.弘法山
*[01* 日
付<]'88/05/08＠日付
*[02* 山
系<]丹沢＠山系
*[03* コ ー ス<]弘法山
*[04 地図・案内<]エリアガイド／４５ 東京周辺日帰りハイキング
［コース］小田急秦野－権現山－弘法山－吾妻山－鶴巻温泉
電車の駅から歩いてアクセス可能で、山登りといった雰囲気はまるでなく、近くの人の憩いの公園散歩あるいは
丘陵のハイキングといったところ。箱根、富士山、丹沢方面の見晴らしは抜群。春になると規模はそれほどでも
ないが、桜並木に見物客大勢。秋から冬には歩けクラブの人たちがよく来る。

快晴。富士山から大山までのすばらしいパノラマ

表題:高取山～華厳山～経ガ岳
.高取山～華厳山～経ガ岳
*[01* 日
付<]'88/05/14＠日付
*[02* 山
系<]丹沢＠山系
*[03* コ ー ス<]高取山～華厳山～経ガ岳
*[04 地図・案内<]アルペンガイド 丹沢
［コース］小田急本厚木＊源氏河原－高取山－華厳山－経ガ岳－半僧坊前＊本厚木
このコースは、かっての信仰登山の巡回路だが、現在訪れる人は少ない。との紹介にだまされて行く。
ところが、それもその筈で高取山は伐採と植林が進行中で道らしい道もなし。むきだしの山腹をよじ登るかんじ。
直射日光で暑いし、全く面白くない。
華厳山は、雑木林の中の狭い山頂。見晴らしなしで、えらく虫がいた。
経ガ岳へは有刺鉄線のフェンスに沿った狭い道を急登し、えらくきつい。
8:45 竹山バス
9:02 鴨居発

町田着
本厚木発
半原行き（8:00,15,25,50 9:05,15,40,55 以上平日）
源氏河原
寺の前をとうり、ゴルフ場の中を経由する。
高取山
華厳山
経ガ岳
下山
堰堤
ここは気に入っている場所で、今回も休む。
半僧坊バス １分遅れて、目の前をバスが通過。
乗車
17:23 竹山
9:26
9:55
10:24
11:00
11:52
12:16
13:05
13:35
14:25
15:36

表題:扇山
.扇山
*[01*
*[02*
*[03*
*[04

日
付<]'88/05/27＠日付
山
系<]中央線＠山系
コ ー ス<]扇山
地図・案内<]アルペンガイド 東京周辺ワンデイハイク Ｐ９０

［コース］中央線鳥沢－梨ノ木平－大久保のコル－扇山－三境－犬目丸分岐－犬目－大野貯水池－四方津駅
ゆったりと広がった山容。標高１１３７ｍで、中央線から大きく展望される。
8:25
8:40
9:26
10:21
10:52
12:30
12:40
13:00
13:35
14:20
15:00
15:16

竹山バス
鴨居発
八王子着
9:42 八王子発
鳥沢着
ゴルフ場土手下 道標に従って、道なりでＯＫ。峠のかんじのところで舗装が切れて、下りだすため
不安があるが、道標どうりでＯＫ。
大久保のコル
途中、全く人気無し。太い枝をひろって杖を作る。ケモノの臭いのするトンネル状に
なった草のしげみがあり、ドキッ。急に、ガスが出てきてみとうしわるし。
山頂
上野原中学の遠足。先生と話をする。
下山
犬目分岐
途中に道標あるが、いたづらしてあった。この分岐にも道標あり。
貯水池
四方津駅着
犬目から結構歩きでのある舗装道路。
八王子行き乗車

表題:石老山
.石老山
*[01* 日
付<]'88/06/15＠日付
*[02* 山
系<]中央線＠山系
*[03* コ ー ス<]石老山
*[04 地図・案内<]
［コース］中央線相模湖＝石老山入り口－相模湖病院－顕鏡寺－石老山－大明神見晴らし台－ピクニックランド前
＝相模湖駅
相模湖の南岸にある標高６９４ｍの低山。道は明瞭で指導標も完備。ファミリーハイク向けの山で訪れる人も
結構多い。顕鏡寺までに富士山からきたと思われる大きな溶岩・奇岩があり、それぞれに名前がついている。
相模湖を見おろせ、反対側では丹沢から富士山にかけての眺望が得られる。
8:00
8:1?
8:5?
9:18
9:45

竹山
鴨居発
八王子着
八王子発
相模湖バス発

10:00 石老山入り口
11:05 頂上

11:35
12:00
12:20
12:50
12:59
13:25
13:40
13:51

中学生の集団，小父さん集団，夫婦づれと多数。大山あたりは少しガスでかすむが、
まあまあの展望が得られた。
パノラマ写真を試みたが失敗。大体、写真になると山は同じに見える！！

下山
大明神見晴らし台
沢の岩の上で休む。
ピクニックランド前着
バス乗車
高尾行き乗車
高尾発
八王子発

相模湖駅からのバス
平日
9:00 01,03,05,15,45
10:00 05,30,40

土曜
01,03,05,15,45
05,35

休日
05,15,25,45

表題:陣馬山
.陣馬山
*[01* 日
付<]'88/06/18＠日付
*[02* 山
系<]中央線＠山系
*[03* コ ー ス<]陣馬山
*[04 地図・案内<]
［コース］中央線藤野－上沢井－１の尾根－陣馬山－明王峠－大平－与瀬神社－相模湖駅
7:59 鴨居発

表題:県民の森～栗の木ドウ
.民の森～栗の木ドウ
*[01* 日
付<]'88/07/09＠日付
*[02* 山
系<]丹沢＠山系
*[03* コ ー ス<]県民の森～栗の木ドウ
*[04 地図・案内<]
［コース］小田急渋沢＊大倉－西山林道－県民の森－栗の木ドウ－勘七橋－西山林道－大倉＊渋沢駅

表題:鍋割山
.鍋割山
*[01* 日
付<]'88/07/09＠日付
*[02* 山
系<]丹沢＠山系
*[03* コ ー ス<]鍋割山
*[04 地図・案内<]
［コース］小田急渋沢＊大倉－県民の森－後沢乗越－鍋割山－小丸－大倉＊渋沢駅

表題:八ガ岳
.八ガ岳
*[01* 日
付<]'88/07/29＠日付
*[02* 山
系<]八ガ岳＠山系
*[03* コ ー ス<]八ガ岳
*[04 地図・案内<]

表題:大山三峰山
.大山三峰

*[01*
*[02*
*[03*
*[04

日
付<]'88/09/03＠日付
山
系<]丹沢＠山系
コ ー ス<]大山三峰山
地図・案内<]

［コース］小田急本厚木＝煤ガ谷（宮ガ瀬行き）－湯出川橋－物見峠分岐－山の神－北峰－三峰－不動尻
－広沢寺温泉入り口＝本厚木
大山から北方に伸びる尾根筋に連なる４～５個のピークからなる。起伏も結構あり、一部ザレたところとか
鎖場,はしごもあり変化に富んでいる。交通の便も結構良いほうだが、訪れる人はあまり多くなく、静かである。
登り口のあたりには野生の猿もいるようだ。狩猟期には猪のハンターもいる。

表題:大山－広沢寺温泉
.大山－広沢寺温泉
*[01* 日
付<]'88/09/10＠日付
*[02* 山
系<]丹沢＠山系
*[03* コ ー ス<]大山－広沢寺温泉
*[04 地図・案内<]
［コース］ 小田急伊勢原＝大山ケーブル＝阿夫利神社下社－ヤビツ峠分岐－大山頂上－雷の峰分岐－唐沢峠
－不動尻キャンプ－広沢寺温泉－本厚木
約 1200 年前、良弁大僧正によって開山。別名 阿夫利山または雨降山。標高 1252ｍ，表登山道のケーブル
を利用すれば、標高差 約 500ｍの登り。
高尾の様に公園化していないが、指導標もしっかりしており、道もまあまあ整備されている。表登山道、
ヤビツ峠、日向薬師、広沢寺とコースがある。交通の便が良い表コースは、信仰登山のお年寄りから家族ハイク
の幼児づれまで、天候，季節によらず結構の人出。広沢寺温泉コースが歩行距離はもっとも長く、人も少ない。
特に、冬場は北斜面になるためか、積雪が残る。

表題:大山－ヤビツ峠－蓑毛
.大山－ヤビツ峠－蓑毛
*[01* 日
付<]'88/09/18＠日付
*[02* 山
系<]丹沢＠山系
*[03* コ ー ス<]大山－ヤビツ峠－蓑毛
*[04 地図・案内<]二万五千地図：大山＆秦野
［コース］ 小田急伊勢原＝大山ケーブル＝阿夫利神社下社－ヤビツ峠分岐－大山頂上－ヤビツ峠分岐－ヤビツ峠
－蓑毛＝小田急大秦野駅＝町田
約 1200 年前、良弁大僧正によって開山。別名 阿夫利山または雨降山。標高 1252ｍ，表登山道のケーブル
を利用すれば、標高差 約 500ｍの登り。
高尾の様に公園化していないが、指導標もしっかりしており、道もまあまあ整備されている。表登山道、
ヤビツ峠、日向薬師、広沢寺とコースがある。交通の便が良い表コースは、信仰登山のお年寄りから家族ハイク
の幼児づれまで、天候，季節によらず結構の人出。
昨日、初めての高松山へいくつもりであったが、天候不順のため中止。日曜日、これまでに行った事のある大山－ヤビ
ツか、仏果山－経ガ岳あるいは中央線の石老山にでも行こうと計画。ところが夜半の雨のため、まず駄目だと諦め朝起き
るのが遅くなった。これまでの実績からすると、ケーブルを利用できる大山が確実、更に冬場の歩きに備えて、もう一度
ヤビツへの山道を確認しておきたいとの判断から大山－ヤビツのコースに出発。
9:11 竹山バス発
24 横浜線鴨居発
45 小田急町田ホーム着－ 即、急行乗車
10:12 伊勢原駅着
朝、遅くなったため、いつものおにぎり弁当の用意なし。駅出口のＪＲ弁当屋
で購入。小雨がぱらついてきた。
バスの本数は結構あり、これまでも待時間はせいぜい 15 分程。悪天候だが、
家族連れ、おばさん集団、中年夫婦と人出多い。
10:40 ケーブル駅バス停着
小雨ではあるが、少し雨量が増えたため、雨具に着替える。
バス終点より左右にみやげ物屋、旅館のならぶ石段を登る。
豆腐、こんにゃく等。

11:00 ケーブル乗車

確か、各時刻 0,20,40 分の３本。通常は１両の 100 人乗り。
天候不順だが、ラッシュ並みの混雑。
11:06 下社着
雨あがったので、再度着替え。
11:10 出発
まさに、老若男女、単独あるいは夫婦からグループまで取り混ぜて、ラッシュ。
数珠繋ぎの状態、歩きにくし。
このコースには、子供を背負ったお父さんとか３才くらいの子供（岩登りになっ
てしまう）とかいるが、今日は赤ん坊をだっこしたお母さんがいた（あぶねーな）。
あまりのラッシュに頂上（28 丁目）はやめて、ヤビツ峠分岐（26 丁目）で下山
する事にする。
途中、雨は降ったりやんだりの状態だが、ガスは少なく厚木方面の見晴らしはＯＫ。
但し、遠くの山は見えず。
途中の富士見からの富士山眺望は得られず。
12:02 ヤビツ分岐
ラッシュから抜け出し、ほっとする。但し、今年の１月に来た時のほぼ無人状態
とは異なり、結構登ってくる人と逢う。分岐は、左にＵターンする感じで、
指導標あり。
適当な場所がみつからず、登山道途中にて雨の中、昼食。下シャツの交換。
途中、奥さんが目の不自由な旦那の手を引いて下山している夫婦にあう。
歩きなれている様子で、バス停まで前後しながら下山した。道は一本で明瞭、
交通の便と歩行距離を考えなければ、表より こちらのほうが登り易い。
13:02-15 ヤビツ峠
ヤビツ山荘前のベンチで休憩。山荘前の広場手前に蓑毛への分岐あり。指導標も
明瞭で、道も一本。
14:05 蓑毛バス停
途中、名水－湧き水あり。バス停近くまでくると、農家－民芸風の蕎麦屋あり。
もう少し下ると、鱒料理等を食わせる小さ店あり。
バス停前の店で缶ビール購入。雨もあがり、店前にクサリでおとなしく繋がれ
ているロシアンブルー（猫）を眺めながら飲む｡
14:30 バス発 各時刻 00、30 分発
14:55 伊勢原着
即急行乗車
15:32 町田着。 16:00 鴨居着。 16:20 竹山着。靴の泥落しついでに、久しぶりの洗車をする。

表題:仏果山－経ガ岳
.仏果山－経ガ岳
*[01* 日
付<]'88/10/01＠日付
*[02* 山
系<]丹沢＠山系
*[03* コ ー ス<]仏果山－経ガ岳
*[04 地図・案内<]二万五千地図：厚木、上溝

ｱﾙﾍﾟﾝｶﾞｲﾄﾞ丹沢（山と渓谷者）で十分

［コース］小田急本厚木＝（半原行）＝撚糸組合前－松葉沢沿い－仏果山－秋葉山－八州峰－半原越－経ガ岳
－半僧坊前＝本厚木＝町田
仏果山は 747ｍ、経ガ岳は 633ｍと低山の尾根を歩くハイキングコース。標高はそれ程でないが、仏果山には鉄製の
展望台があり、丹沢山系から関東平野に広がる 360 度のパノラマが得られる。経ガ岳も丹沢方面の展望良好。また、コー
スは関東ふれあいの道に指定されおり、丹沢にしては大山、表尾根の超例外を除き訪れる人が多い様である。
ずっと雨続きで、天気予報では今日もあまり良くないとの事。９月 22 日からの３連休が雨でどこも登れず、フラスト
レーションが溜ったため、雨さえ降らなければ、という事で実績のある低山ハイキングコースを選ぶ。一夜あけると、こ
れが１月ぶりの晴天。時間の都合で行き先の変更できず、予定どうり出発。
久しぶりの晴れ。少し、雲が多いが、今までの天気からするとハレーッといった感じ。
8:37 竹山バス発
8:45 横浜線鴨居駅発
9:07 小田急町田駅着－9:11 急行乗車－9:40 半原行き乗車
10:25 撚糸組合前着
半僧坊をだいぶ過ぎた、もう半原近くのバス停。天気、更によくなるが、
水気が多いせいか、春の様に薄いベールをかぶった感じである。
バス停より、少し戻り、松葉沢と半原神社の間の小道を右にとる。
細い舗装道路をほぼ道なりにゆっくりと登ると、小さな昔の小学校校舎みたいな
撚糸工場の横をとうる。
10:50 登山口
林道に接続してから少し登った所を左に分岐。小さい標識あり。
途中、大鎌で草刈をしているおじさんにあう。地元の人が山林の整備兼、
登山道の整備をしているものと思う。
しかし、申し訳ないが横をとうる時、後頭部に不安感をもった。大鎌てのは、
見るからに恐い。

11:40

11:57

12:35

13:00

13:35

13:45
14:04
14:46
15:15

15:40
16:40

休憩

山の幸収集をかねた山歩きのおじさんがベンチにいたため、少しとうりすぎた急勾配の
途中にて休憩。この付近までは一本調子の歩き易い登りで、道も明瞭。しばらく行くと
起伏のある尾根歩きとなる。最後に隣の山に登る感じで急勾配をこなすと山頂。
山頂
遠方に雲がかかり、若干展望が悪いが、それでも平野から丹沢山系がのぞめ、こ
うして見ると 1000 ｍ強の大山から塔の岳でもだいぶ高く感じる。
60 近い夫婦１組と一緒になる。
出発
高取方面、野外訓練センタ等への分岐あり。標識に従って、経ガ岳、半原越方面へ歩き出す。
途中、秋葉山の小さな標識。左へ分岐する馬渡方面への下山路を見送り直進。道は直進
のみで、迷う事はないが、ここらあたり両側ガケの尾根道で幅も狭く、注意必要。
半原方面標識
標識に従って、右へ分岐して下る。本当は、分岐でなく本来の道が右に曲がっているの
だと思うが、一見直進する感じの途がついている（行き止まりの小さな標識が木について
いるが、そのうちはづれてしまいそう）
。
体長 20ｃｍ位で頭が丸い動物が木を登っていった。初めは蛇かと思ったが、それにしては
身体が太短い。リスとかムササビの感じ。
半原越
宮ガ瀬行きのバスで坂尻からきたおばさん２人組にあう。初めての山歩きみたいで、
標高 500m
俺のカウベルの音に何が近づいてきたのかとおびえ、鹿柵の内側へ（うん、外側？）
入るのに大騒ぎしていた。仏果山にむかって行ったが大丈夫かしら。
なお、途中、仏果山にむかうおじさんひとり３組、おばさんひとり２組、中年夫婦２組と
すれちがう。俺のコースが一般的だと思っていたが？ 結局、同一コースの人にはあわず。
出発
標高差少ないが、登りは急で結構きつい。
経ガ岳山頂
誰もいない。丹沢方面、雲で見えなくなった。
林道まで下山
途中、新しい鹿柵ができていて、ぼんやり歩いていたため道を間違える。早めに気づき
もどる。途中、若い夫婦１組とすれちがう。
堰堤着
今までの雨で増水。道を横切る水流が深くなっていて渡れず。諦めて、横の坂に無理
やりとりつく。湿気と草、腐りかけた倒木をかきわけたため、尺とり虫の親分と
でっかいダニみたいなのが身体にくっついた。どうも虫は駄目だ！
半僧坊バス停
目の前を 15:36 発のバスがとうりすぎる。手をあげてみたが、停車してくれず。
あきらめて、着替え。15:56 発のバスを待つ。
本厚木着 17:10 横浜線 町田着 18:00 帰宅

表題:高松山
.高松山
*[01* 日
付<]'88/10/16＠日付
*[02* 山
系<]丹沢＠山系
*[03* コ ー ス<]高松山
*[04 地図・案内<]２万５千地図：秦野、山北

るるぶ関東周辺ハイキングガイド
ひさり
[コース] 小田急新松田＊（寄行き）＊田代向－谷戸口橋－虫沢遊歩道－尺里峠－高松山－ビリ堂－舗装農道
－高松山入口－新松田
丹沢湖の南東にある８０１ｍの低山。比較的登り下りが少なく、頂上は小広い草地で周囲の檜植林をとうして富士山
方面のまあまの展望が得られる。
植林の手入れはあまり良くなくお化けの様に枝があちこちにのびたまま放置されている。なお、一般コースは高松山
入口への往復で、今回の下山コース
と虫里峠への直進コースを組み合わせる様だ。
連れ合いとハイキング。やっと、風邪も治り（もっとも咳が出ているが）連れ合いと出発。晴れではあるが多少の雲が
あり、先週より天気が続いたせいか少し大気がにごっているかんじ。登りは、上記のように一般コースではなかったらし
く、最初に会った農家の日と以外は全く人気なし。頂上には、家族連れ、アベック、夫婦、単独者など１０組くらいはい
て、下山中は数組とすれちがった。
7:53 竹山中央バス
めずらしくハイキングスタイルの中年夫婦１組と同乗。
8:01 鴨居八王子行き乗車
8:35 町田湯河原／江ノ島行き乗車（トイレ騒ぎで１電車見送っている）
。
天気もよく、流石にハイキングスタイルの人多い。ほとんどの人は渋沢までに下車したようだ。
9:22 新松田着
昨年の記憶にあわせて、ＪＲ松田駅まで走っていく。ところが、どっこい今年から日曜・祭日は
新松田からバス発車とのこと。またまた、新松田まで、走ってもどる。発車１分前に到着。
9:35 寄行きバス発車

客は俺達と地元らしい若い男性１人。みんな田代向で下車してしまった。
9:52 田代向着
10:00 田代橋を渡ったママさんストア・トイレ横で身支度。出発。
虫沢遊歩道の標識に従って左へ。そのまま直進して谷戸口橋を渡り、すぐ右へ分岐、沢沿いの小道にはいる。
ホタル生息とのこと。途中曲がりくねりながら栗畑、茶畑の中をとうる。栗を拾う。
舗装農道にぶつかったところで左へ分岐、登っていく。
11:15 尺里峠着 標高約５００ｍ
４本の道が集まっている。指導標どうりに未舗装の道を右にとる。
右側に広場をみて、しばらく行くと指導標あり。右へとる。早めに右へ分岐してしまい、
ひきかえすハプニング。
12:30 頂上 頂上につくまえに両側に植林された高低のない尾根に出る。これが頂上かと思うと、
短いがそれから急登あり。
小広い草地で気持ちよい。植林がだいぶ育ってきているがまあ展望も得られ、満足。
13:15 下山 アンテナの左の道へ直進。
13:45 ビリ堂
といってもなにもなく、野ざらしの石仏２体がまつられているだけ。
左へとって、下山を続けると、送電線の鉄塔に出る。相当おりてきているが展望は良い。
但し、もう大気がにごり富士山も見えなかった。
14:40 舗装農道へ出る。ミカン畑の中を下っていく。これが長い。
15:10 バス停着
１５：０９、１４＊、２８
＊は日曜、祭日のみ。
０９のバスが目のまえをーーー。ビールを買って飲む。うまい。
15:14 バス乗車
15:31 新松田発
16:52 鴨居到着

表題:明神ガ岳～明星ガ岳
.明神ガ岳～明星ガ岳
*[01* 日
付<]'88/10/22＠日付
*[02* 山
系<]箱根＠山系
*[03* コ ー ス<]明神ガ岳～明星ガ岳
*[04 地図・案内<]２万５千地図：箱根，関本

るるぶ関東周辺ハイキングガイド

[コース] 小田急新松田＊（関本行き）＊関本＊（大雄山行き）＊道了尊＝見晴らし小屋＝神明水＝明神ガ岳
＝明星ガ岳＝宮城野橋＊小田原
箱根の外輪山で最も眺望の良い明神ガ岳と大文字焼きで知られている明星ガ岳を縦走するコース。明神ガ岳までの道は、
最初の大杉の中を行く登山道から中腹～頂上にかけてのススキ、くまざさの中を歩く道と、たいへん味のあるところであ
る。特に、明神ガ岳頂上は開けており、外輪山のえんえんと続く尾根道をとうして眺める箱根連山、富士山は絶品。澄み
渡った日は三浦半島、大島まで遠望できる。
明神から西に縦走すると金時山方面、南東に縦走すると明星方面となる。明星までは約３km にわたり 800m から 900m
の間を上下する縦走路となる。右側に箱根連山、下には宮城野の町をみながら歩く。宮城野への分岐を見送り直進してい
くと御嶽神社のある明星ガ岳頂上に到着する。標識がなければ山頂とはわからない位のところである。分岐点までもどり
下山をする途中に大文字焼きの場所を通過する。三井箱根荘の横を通り宮城野橋を渡ればバス停。
快晴。気温も高め。カメラを忘れ町田のキオスクで写るんですを購入。
7:53
7:50
8:12
9:03
9:05
9:22
9:48
55
10:18
10:50
10:54

竹山中央発
鴨居発
町田到着－即乗車
新松田到着 ８時９時大は０分おきにバスあり。
新松田発
関本（大雄山駅前）着
ここから道了尊へのバス便は１時間に２～３本と少なく、待たされる。
１０人くらいのハイキングスタイルをしたおじさん、おばさんと一緒になる。
道了尊参道の中央をとうっていく。和合の下駄までいってから登山口がわからず、お札受け所で尋ねる。
登山口のある和合の下駄は下の古い方との事。
直接行く場合は中央の階段ではなく左の道をとる方が良さそう。
というわけで、同じバスできた人達から少し遅れて登山開始。しばらくは道了尊の大杉の中を歩く。
林道に到着し、これを横切って登って行く。
見晴らし小屋。小田原と思われる街が下に見えるが、木が茂っているため名前とは裏腹に

あまり見晴らしは得られない。
11:15 水場。初めこれが神明水だと勘違い。本物はもう少し登った所にあり、標識もつけられていた。
12:05 山頂。草木は全くなく、広々としており、外輪山の尾根道をはるかむこうまでみとうせる。
残念ながらカスミがかかり、富士山はまったく見えず、箱根連山がおぼろげに見える程度。
12:50 明星へむけて出発。
13:15 宮城野分岐。途中、２ケ所の分岐があるがいづれも右にとる。指導標なし。
13:52 宮城野分岐。大文字方面へおりる道。そのまま直進して明星山頂へむかう。
13:57 明星ガ岳山頂。といっても尾根道の途中としか思えない、標識で山頂とわかる。
14:08 下山。
14:50 林道に出る。
14:52 箱根荘の横に出る。
15:13 バス乗車。02 分のバスが遅れたもの、待っている間に地元の上品なおばさんと話をする。
15:51 小田原着。 16:18 小田原発。 17:19 町田着。 17:41 鴨居着。

表題:明神ガ岳～明星ガ岳
.明神ガ岳～明星ガ岳
*[01* 日
付<]'88/10/30＠日付
*[02* 山
系<]箱根＠山系
*[03* コ ー ス<]明神ガ岳～明星ガ岳
*[04 地図・案内<]２万５千地図：箱根，関本

るるぶ関東周辺ハイキングガイド

[コース] 小田急新松田＊（関本行き）＊関本＊（大雄山行き）＊道了尊＝見晴らし小屋＝神明水＝明神ガ岳
＝明星ガ岳＝宮城野橋＊小田原
箱根の外輪山で最も眺望の良い明神ガ岳と大文字焼きで知られている明星ガ岳を縦走するコース。明神ガ岳までの道は、
最初の大杉の中を行く登山道から中腹～頂上にかけてのススキ、くまざさの中を歩く道と、たいへん味のあるところであ
る。特に、明神ガ岳頂上は開けており、外輪山のえんえんと続く尾根道をとうして眺める箱根連山、富士山は絶品。澄み
渡った日は三浦半島、大島まで遠望できる。
明神から西に縦走すると金時山方面、南東に縦走すると明星方面となる。明星までは約３km にわたり 800m から 900m
の間を上下する縦走路となる。右側に箱根連山、下には宮城野の町をみながら歩く。宮城野への分岐を見送り直進してい
くと御嶽神社のある明星ガ岳頂上に到着する。標識がなければ山頂とはわからない位のところである。分岐点までもどり
下山をする途中に大文字焼きの場所を通過する。三井箱根荘の横を通り宮城野橋を渡ればバス停。
快晴。昨日の急激な冬型への移行で気温は低め。しかし、昨日のカミナリが嘘のようなよい天気で空気も澄み渡り鴨居
から見る丹沢、富士山がくっきり。連れ合いと出発。
7:00
7:12
7:30
8:20
8:30
8:44
9:00
9:42
10:41
11:07

11:50
12:15
12:57
13:05
13:52

竹山中央発
鴨居発
町田到着 7:35 乗車
新松田到着 ８時９時大は０分おきにバスあり。
新松田発（急行の地蔵堂行き） 8:32 普通の関本行きあったが、少しでも早いかと 8:30 に乗車。
関本（大雄山駅前）着
ここから道了尊へのバス便は１時間に２～３本と少なく、次は 9:15 になるので
タクシーに乗車。
タクシー降りたところが、明神の登山口。連れ合いはお参りに行く。登山開始。
見晴らし小屋。小田原と思われる街が下に見えるが、木が茂っているため名前とは裏腹にあまり見晴らしは
得られない。
神明水（明神水？）
。先週は少し水があったが、今度は涸れていた。
山頂。草木は全くなく、広々としており、外輪山の尾根道をはるかむこうまでみとうせる。先週とは異なり、
素晴らしい眺望が得られた。
目の前にせまる富士山、近いのと東斜面を見ているせいか形も良い。手前には尾根道がはるかに延びていった
金時山がくっきりと見える。正面の強羅方面をとうして上山の大湧谷、小湧谷の噴煙が見え、西側は眼下に
小田原の街そのむこうには江ノ島から三浦半島と千葉が見える。北側の丹沢方面には東京から横浜にかけて
のスモッグが流れてきたのか、薄墨を流したようなベールを被ってはいるが大山から鍋割方面がよく見える。
但し、丹沢方面の見晴らしは、途中の峠辺りが最も良かった。
明星へむけて出発。
宮城野分岐。大文字方面へおりる道。そのまま直進して明星山頂へむかう。
明星ガ岳山頂。といっても尾根道の途中としか思えない、標識で山頂とわかる。
下山。
箱根荘横に出る。

予定どうりで、遅くなっても困るため、温泉会館は諦めてバス乗車。途中までは順調であったが、
エライ渋滞になり、箱根湯本まで１時間はかかった。休日の場合は途中で下車して、箱根登山鉄道に
乗り換えるべきであろう。
15:28 箱根湯本で急行乗車。14:58 の急行が停車していたが混雑が激しく見送り。
17:00 横浜線の町田駅着。

表題:金時山
.金時山
*[01* 日
付<]'88/11/06＠日付
*[02* 山
系<]箱根＠山系
*[03* コ ー ス<]金時山
*[04 地図・案内<]２万５千地図：関本

るるぶ関東周辺ハイキングガイド

［コース］小田急新松田*(地蔵堂行)*地蔵堂－夕日の滝－足柄峠分岐－新コース分岐－足柄峠コース合流－山頂
－矢倉沢峠－仙石*箱根湯本=町田
箱根外輪山の最高峰（１２１２ｍ）で、山頂４、５００ｍあたりから急勾配に飛び出しており、ひときわ目だつ山であ
る。この山容から以前は猪鼻ガ嶽と呼ばれていた。登山コースはいくつかあり、箱根側から３コース、関本側から４コー
スある。矢倉沢峠方面を除きどのコースも急勾配で大石の中を鎖を頼りに登っていく。関本方面から登り足柄コースとの
合流点は富士山の眺望が素晴らしい。山頂は、岩がゴツゴツ露出しており、案外と狭いが、２軒の茶屋がある。足柄方面
の茶屋が金時茶屋として有名。頂上は遮るものがなく見晴らし良好。富士山が前面に開け裾野全域を見渡せるかんじであ
る。左方面には芦ノ湖。但し、外輪山を見渡す雄大さは明神ガ岳のほうが優る？
出発時は快晴。頂上では雲が増え、下山途中では曇りとなる。
6:47
6:54
7:14
8:15
8:30
9:05
9:10
9:20
9:35
9:57
10:04

10:53
11:04
11:40
12:15
12:35
12:46
13:12
14:00
14:28
15:50

竹山中央発
鴨居発（橋本行）
町田着 7:15 の急行が遅れたようで 7:25 分頃に発車。
新松田着
地蔵堂行バス出発。いつものコースと違って若い人が結構いた。
地蔵堂着。途中の矢倉沢でハイキング客の半分程度が下車した。。
登山開始。
夕日の滝分岐。左に入ってキャンプ場を抜けたすぐ近く。結構な落差と水量がある。ただ、滝の上の岩に
なんとなく人の手が入っているように見えるが？
分岐まで戻る。
金太郎コースと足柄ファミリーコースの分岐。殆ど（全部）の人が左の金太郎コースへ行ったようだ。
新コースへ行こうという事であえて右に分岐。
ファミリーコースと分岐。あまり、こちらのコースは利用されていないらしく本当に新コースがあるのか
不安であったが、木にくくりつけた手書きの札がついていた。但し、夕日の滝方面の案内のみ。
最初は、沢沿いの道でわかりにくく、標識も少ないため不安。しかし、旧２コースの中間であり、
迷っても上には出るだろうと歩く。
それにしてもまったく人気なし。後半は臓器林の中で静かなもの、道も明瞭になり標識も適宜出てくる。
金太郎コースと合流。急に人が増えた。
足柄コースと合流。急に司会が開け、前方に富士山が１８０度に広がって迫ってくる。圧倒的な迫力。
山頂。ここまでの道は急勾配に加えて岩がゴロゴロ。鎖、ロープに鉄階段の道。歩きにくく年寄り、
おばさんは四苦八苦。ここにきて、雲が増え、風もあるため寒い。
下山開始。
金時神社分岐。
矢倉沢峠。茶屋があったが、休憩料いるとの事。誰も入っていなかった。
仙石バス停。国道に出て左へしばらく歩き、信号のむこう。
湯本着。
急行乗車。
町田着。

表題:百蔵山（ももくらやま）
.百蔵山（ももくらやま）

*[01*
*[02*
*[03*
*[04

日
付<]'88/11/19＠日付
山
系<]中央線＠山系
コ ー ス<]百蔵山（ももくらやま）
地図・案内<]２万５千図：大月 Walk '88/11

[コース] 中央線猿橋－市立そごうグランド－春日宮－分岐－綾線(907m)－百蔵山頂－扇山分岐－キャンプ場－猿橋
猿橋駅より２０号線をこえてすぐの渓谷にかかる宮下橋の正面、左手に百蔵山、右手に扇山がならんで見える。どちら
も 1000 m 程度のなだらかな山容で双子のようである。中腹まで宅地化が進み、造成地・新築の家の間の舗装道路をかな
りの間歩く。どちらかというとこの間の勾配がきついという感じで、やっと山道に入った時にはほっとする。それにして
も、ここに家をかまえた人は大変だ。綾線の分岐までは、植林の中を歩く事になり、眺望は得られない。稜線から山頂に
かけては木の間から南の富士から道志にかけて、北の奥秩父から大菩薩方面が眺められる。特に、山頂の南斜面は伐採さ
れており見晴らし良好。
快晴。昨日が曇りで小雨もぱらつき寒かったため、用心して冬衣装にする。
7:59
8:35
8:57?
9:23
9:33

9:58
10:07
10:27
11:17

11:33

12:05
12:50
13:30
13:59
14:40

鴨居駅発
八王子ホーム着
八王子発 高尾乗り換え
猿橋着
出発。数分で宮下橋。おそらく大菩薩と思われる雪を被った山並がはるか北西方面に広がり圧巻。
右手すぐの所に岩屏風をもった岩殿山が見られる正面には、ゆったりとした感じの百蔵山と扇山が
ならんでいる。
春日宮
ロータリーのある分岐。
やっと山道。えらく急勾配の舗装道路。宅地開発中といったかんじで 新築の家がだいぶできてきていたが、
この急坂を毎日通勤では年中山登りをしているみたいだ。
綾線分岐。ここから山頂までは木の間から南と北方面がのぞける。昨日の雪が少し残っていた。途中、
木の上からガサガサと音を出しながら 30 cm くらいのかたまりが落ちてきて斜面をころがっていった。
始めは風に飛ばされたごみかと思ったが、よくよく見るとどうもリスらしくふさふさとした尻尾がついていた。
山頂。ちょっとした広場になっていて、南と北に開けている。とくに、南方面は伐採したばかりのようで
斜面の草の上に座って富士山から道志方面の眺望を楽しめる。しかし今日は、富士山の２／３位まで
雲被っていた。次第に雲が出て寒くなってきたので、そうそうに引き上げる。
下山。
キャンプ場。
猿橋駅。
猿橋駅発。
八王子着。 14:42 八王子発。

表題:岩殿山
.岩殿山
*[01* 日
付<]'88/11/26＠日付
*[02* 山
系<]中央線＠山系
*[03* コ ー ス<]岩殿山
*[04 地図・案内<]２万５千地図：大月

るるぶ関東周辺ハイキング

[コース] 中央線 大月－高月橋－丸山公園－岩殿山－築坂峠－兜岩－天神山－稚児落し－浅利－大月
大月駅の北東、桂川の北岸に位置する大きな岸壁をもつ風変りな山である。猿橋駅の北、宮下橋からも案外、近くに見
える。標高は６４３ｍと低いが南側が開けており、富士山，三つ峠から道志の山並の見事な眺望を楽しめる。古くは、僧
兵のいる寺であったらしい。戦国に入って、武田に岩殿城として利用された。現在、特に遺跡は残っていないが、施設の
名前を記入した案内板が立っている。全部を回ると数十分の時間が必要であろう。途中にアスレチック様の丸山公園もあ
り、山というより整備された小さな公園といった感じである。岩殿から兜岩方面への縦走路に入って、やっと山らしくな
る。兜岩の登りに２ケ所、稚児落しへの登り１ケ所に鎖場がある。距離はたいした事ないが、多少スリルあり。稚児落し
の岸壁は１００ｍ程の高さがあり、上にある細い道を歩く。たまたま風も強かったため、結構こわい思いをする。ここを
すぎれば普通の山道をくだり、浅利の集落におりる。
快晴、但し風が強く、体感温度５℃くらいとのこと。寒い。

7:59
8:43
9:49
10:00
10:40
10:47
11:00
11:14
11:25
12:00
12:20
12:45
13:19
13:45
13:56
14:42

鴨居発
八王子着 8:45 八王子発
大月着
出発。見晴らし台までは舗装道路。
見晴らし台。富士山がほぼ正面に見える。
岩殿山 山頂。山頂は見晴らし無し。立て札だけの遺跡にも興味がないので、再び三原だし台にもどる。
右にみえるのが三ツ峠だと思う？
縦走出発。揚げ城戸跡の少し下の分岐まで下りる。
築坂峠
兜岩の鎖場
天神山の浅利神社。道真公の像を祭る小さなほこら。下の大月の街から正午のチャイム。
稚児落し。この岸壁はなかなかの圧巻。風が強い事もあり、胃のしたあたりがムズムズする。
岩にはりついて食事。
出発。
バス通り。バス少なく、駅まで歩く事にする。
大月駅
大月発。高尾乗り換え。ぎりぎりで、閉まるドアをこじ開けて乗車する。
八王子発。

表題:大山～日向薬師
.大山～日向薬師
*[01* 日
付<]'88/12/03＠日付
*[02* 山
系<]丹沢＠山系
*[03* コ ー ス<]大山～日向薬師
*[04 地図・案内<]２万５千地図：大山、伊勢原
［コース］ 小田急伊勢原＝大山ケーブル＝阿夫利神社下社－ヤビツ峠分岐－大山頂上－ヤビツ峠分岐－ヤビツ峠－蓑毛
＝小田急大秦野駅＝町田
約 1200 年前、良弁大僧正によって開山。別名 阿夫利山または雨降山。標高 1252ｍ，表登山道のケーブルを利用すれ
ば、標高差 約 500ｍの登り。
高尾の様に公園化していないが、指導標もしっかりしており、道もまあまあ整備されている。表登山道、ヤビツ峠、日
向薬師、広沢寺とコースがある。交通の便が良い表コースは、信仰登山のお年寄りから家族ハイクの幼児づれまで、天候，
季節によらず結構の人出。
薄曇り。寒い。天気くずれるとの予報、遠くまでいって天気悪くなるとがっかりするので、行慣れた大山を選ぶ。
9:12
9:29
10:05
11:07
11:13
12:17
12:46
13:35
13:45
14:35
15:00

15:15
16:20
16:40

鴨居駅出発。
小田急町田ホーム着。 9:37 町田発。
伊勢原バス停。 10:20 バス出発。いつものようにおじさんとおばさんの小集団がいくつか。
ケーブル山頂駅着。
開始。
山頂。思ったより天候くずれず、ベールを被った感じで下の街なみが見える。流石に、富士山とか東京方面、
海の方は全く見えない。山頂には２０人たらずがいたが、珍しく、若い女性１組がまじっていた。
下山。
見晴らし台。遠くの山とか海が見えるわけではないが、ここから見える三峰、鐘ガ嶽方面の展望は結構
素晴らしい。見るに値する。
出発。
伊勢原 青年の家。
バス停。途中、旅館、バーベキュー等の店あり、一度、泊まり掛けできてみるのもよし。
日向山荘と新しい割烹旅館？（０４６３－９２－０８５０）が目につく。
東京テレビの隠密奥の細道とやらのロケをやっていた。旅姿の武士の集団にあったが、風景とマッチしていた。
東京テレビてえのはＴＢＳのことかと聞いたら違うとのこと。
バス発。
町田小田急着。
鴨居駅着。

表題:大山三峰
.大山三峰
*[01* 日
付<]'88/12/17＠日付
*[02* 山
系<]丹沢＠山系
*[03* コ ー ス<]大山三峰
*[04 地図・案内<]２万５千地図：大山・厚木

アルペンガイド丹沢

［コース］小田急本厚木＊（宮ガ瀬行き）＊煤ガ谷＝物見峠分岐＝山の神＝三峰山＝不動尻＝広沢寺温泉入口＊本厚木
大山からほぼ北方に伸びる尾根筋。山名は三峰だが小さな頭が４～５個連立している。煤ガ谷から長い尾根歩きとなる。
ここらあたりは野生の猿がいるらしい。猪も生息しているらしく解禁時期にはハンタが入ってくる。長い尾根を終わると
いよいよ三峰に入り、ザレ場，はしごと鎖場と変化に富んだピークをいくつかこえて（印象としては４つか５つめのピー
ク）９３５ｍの山頂となる。狭いが、厚木方面への見晴らしあり。下りはゆるやかなピークをひとつこえると、後はザレ
た斜面を稲妻上に下る。谷川にでるともう少しで不動尻キャンプ場。大山からの下山道と合流しキャンプ場を抜けると、
長い舗装林道を歩いてバス停へ。
これで４回目となるので、詳細は省略。
10:15 煤が谷 登山開始。
11:00 物見峠分岐のベンチ
11:30 山の神。
12:35 一番きつい斜面を登ったピークにある岩。山頂方面から賑やかなおばさんの声がするので、敬遠してここで
食事。
12:55 出発。
13:15 山頂。途中、賑やかなおじさん、おばさん６～７人の集団と一緒になる。最高齢者は７０才との事。
13:20 下山。
13:40 ベンチ
14:17 キャンプ場。
15:45 丁度バスと一緒になる。

表題:大山－日向薬師
.大山－日向薬師
*[01* 日
付<]'89/01/05＠日付
*[02* 山
系<]丹沢＠山系
*[03* コ ー ス<]大山－日向薬師
*[04 地図・案内<]２万５千地図：大山、伊勢原
［コース］ 小田急伊勢原＝大山ケーブル＝阿夫利神社下社－ヤビツ峠分岐－大山頂上－ヤビツ峠分岐－ヤビツ峠
－蓑毛＝小田急大秦野駅＝町田
約 1200 年前、良弁大僧正によって開山。別名 阿夫利山または雨降山。標高 1252ｍ，表登山道のケーブルを利用すれ
ば、標高差 約 500ｍの登り。
高尾の様に公園化していないが、指導標もしっかりしており、道もまあまあ整備されている。表登山道、ヤビツ峠、日
向薬師、広沢寺とコース がある。交通の便が良い表コースは、信仰登山のお年寄りから家族ハイクの幼児づれまで、天
候，季節によらず結構の人出。
快晴。長女の合格祈願をかねて連れ合いと行く。早く帰るため、いつもより早い時刻に出発。
7:30 竹山出発。
小田急町田ホーム着。
10:
下社でお参り。合格お守りと夫婦長寿－お札のつもりがお箸であった－を受ける。合格祈願の板を焼いた後、
お堂の下の名水をとうって登山開始。途中の富士見での眺めは最高であった。
11:
山頂。天候良好で雲ひとつなく、新宿から池袋まで見える。
12:
下山。
見晴らし台。遠くの山とか海が見えるわけではないが、ここから見える三峰、鐘ガ嶽方面の展望は結構
素晴らしい。
出発。
14:
伊勢原 青年の家。

14
バス停。
14
バス発。
16:00 竹山着。

表題:二の塔～三の塔
.二の塔～三の塔
*[01* 日
付<]'89/01/22＠日付
*[02* 山
系<]丹沢＠山系
*[03* コ ー ス<]二の塔～三の塔
*[04 地図・案内<]２万五千地図 秦野、大山

アルペンガイド 丹沢

［コース］小田急秦野＝蓑毛－ヤビツ峠－富士見山荘－二の塔－三の塔－表丹沢林道－戸川林道－戸沢入口＝小田急秦野
塔の岳から東南にのびる尾根－丹沢表尾根の一部。ヤビツ峠側からは、二の塔、三の塔、烏尾山、行者岳、新大日ノ
岳を経て塔の岳にいたる緩やかな尾根道。大山、丹沢三峰、丹沢山から塔の岳にいたる万里の長城のような尾根道、その
むこうに富士山が眺望でき、海側は遠く街並みをとうして渋沢丘陵が望める。今回は、三の塔までしか行かなかったが、
無人の休憩所がある広々とした山頂からの見晴らしは素晴らしい。
快晴。風があり、少し冷たい。鴨居駅から丹沢方面がくっきりと見える。ただし、昼近くからかすんできだし富士山上
部がかすか見える程度になる。
7:53
8:01
8:21
8:25
9:05
9:25
9:37
10:40
10:50
11:07
12:05

12:12
12:25

12:55
13:55
14:12
14:24
15:15
15:44

竹山バス発
鴨居発
小田急町田着。
町田発
秦野バス発
高尾行きのバスみたいに、乗客は登山客のみ。満員というほどではないが、座れなかった。
蓑毛着
蓑毛でも結構たくさんの登山者がいた。大部分は阿夫利下社方面、つぎにヤビツ経由の
大山のようである。表尾根方面には一部の人がきたのみ。
出発
ヤビツ峠駐車場前の売店着。鴨居を出る時は少し寒かったが、ここまでくると登ったせいもあり暑いと
いった感じである。
出発。
約７００ｍ、なお売店の横から塔の台への登り口あり。
富士見山荘
約６５０ｍ
二の塔着
約１１００ｍ。途中の尾根は、植林された木がまだ成長しておらず見晴らしよし。
ただ、二の塔山頂はせまく 木が邪魔して三の塔がよく見える程度。木の間から富士山がみえた。
途中、ぬかるみですべりやすく、山頂近くの石ゴロゴロ道も歩きにくい。
出発
三の塔
１２０５ｍ。ひろびろとして見晴らしも抜群。特に、万里の長城のようにうねうねと
塔の岳まで続く尾根道は雄大。この方角から大山をみるのも始めてだし、まともに塔の岳から
丹沢山、丹沢三峰を見たのも始めて。霞がかかり富士山がかすかにしか見えなかったのが残念。
登山者の往来は結構あり、ヤビツに引き返す人、塔の岳へ良く人、塔の岳からくる人いろいろ。
下山。 少し、ヤビツ方面にもどると戸川への分岐あり。
ベンチ。 くずれかけたベンチ。ここまでは、あまり手入れされていない植林の間の踏み跡程度の道を下る。
ここから普通の山道。
林道。
林道を横切り道標に従って、戸川方面へ。
山道がそのまま林道になる。
戸沢入口バス停。舗装道路をえんえんと歩いた感じ。まっすぐだが、途中で不安になる。
秦野駅発。 16:28 横浜線、町田着。

表題:大山－日向薬師
.大山－日向薬師
*[01* 日
付<]'89/03/11＠日付
*[02* 山
系<]丹沢＠山系
*[03* コ ー ス<]大山－日向薬師
*[04 地図・案内<]２万５千地図：大山、伊勢原
［コース］ 小田急伊勢原＝大山ケーブル＝阿夫利神社下社－ヤビツ峠分岐－大山頂上－ヤビツ峠分岐－ヤビツ峠－蓑毛

＝小田急大秦野駅＝町田
約 1200 年前、良弁大僧正によって開山。別名 阿夫利山または雨降山。標高 1252ｍ，表登山道のケーブルを利用すれ
ば、標高差 約 500ｍの登り。
高尾の様に公園化していないが、指導標もしっかりしており、道もまあまあ整備されている。表登山道、ヤビツ峠、日
向薬師、広沢寺とコースがある。交通の便が良い表コースは、信仰登山のお年寄りから家族ハイクの幼児づれまで、天候，
季節によらず結構の人出。
快晴。もう春の天気で、霞がかかったかんじである。冬のように遠くがシャープにみえるといったわけにはいかない。
膝の痛みで１ケ月休み久しぶり。
8:50
9:00
9:20
9:26
9:50
10:50
11:35
12:06
12:37
13:40
15:02

竹山出発。
鴨居発。
小田急町田ホーム着。
町田発。
伊勢原バス停着。 参拝者は結構いたが、山登りスタイルの人は数人？
下社で裕美の合格お礼。神殿下のわき水をとうって、登山開始。
登山開始。
途中の富士見で、かすかに富士が見えた。足が気になり、少しセーブ気味に登。
山頂。本社関係はすべて閉じていた。結構、人がいて、座る場所を待つほど。
例によって、山頂はドロンコ。少し下は雪が残りすべる。
下山開始。足も今度は右の膝（表側がはれた感じで痛いが、これならだましだましどうにでもなる）
見晴らし台。左膝の裏側の痛みは、全くでない。よかった。
日向薬師バス停。

表題:鐘ガ岳～見晴らし台～大釜弁財天～日向薬師
.鐘ガ岳～見晴らし台～大釜弁財天～日向薬師
*[01* 日
付<]'89/03/19＠日付
*[02* 山
系<]丹沢＠山系
*[03* コ ー ス<]鐘ガ岳～見晴らし台～大釜弁財天～日向薬師
*[04 地図・案内<]２万５千地図：厚木
［コース］ 小田急本厚木＝広沢寺温泉入口－鐘ガ岳－山の神広場－見晴らし広場Ｂ－ひょうたん広場
－七沢キャンプ場－日向山－日向薬師－小田急伊勢原駅＝町田
鐘ガ岳の神社は、古くは浅間神社で、上杉なんとかが保護、徳川時代には尾張の徳川なんとかが帰依したとか。明治
の廃仏毀釈によって寺院がなくなった後、村の八幡、日枝神社の合祈により七沢神社となった。神社の５分程上が頂上、
しばらく下山すると山の神広場に着く。数本の道に分岐している。一番明瞭な左にＵターンするかんじの道をとると山の
神トンネルの入口に出る。直進する道はあまり明瞭ではなく踏み跡程度のかんじ。４０分程かなりの急登をすると見晴ら
し広場Ｂに到着。約７００ｍの高さだが、山名なし。七沢キャンプ場のハイキングコースのようであるが、整備は不良。
急登、急降下で歩きにくし。キャンプ場は今、完成したばかりのようだ。なかなか、きれいな施設。大沢川沿いに下ると
弁財天。右にとると日向山経由で日向薬師。
快晴。風がつよく少し冷たいもののもう春の天気。 長女のお礼参り
8:51
9:23
9:45
10:30
11:25
11:32
11:37
11:57
12:32
12:55
13:20
13:37
14:10

竹山出発。
町田発。
厚木バスセンタ着、10:00 発。２～３組のハイキンググループ。他に子供の集団、なにか施設があるみたいだ。
登山開始。子供の集団を追い越す。
七沢神社
山頂。３組のハイキンググループがいた。コーヒを飲み、すぐ出発。
下山開始。
山の神広場。左足の具合いはＯＫ，直進して見晴らし台Ｂをめざす。
見晴らし台Ｂ。いや、きつい登りであった。道も荒れていて人の気配は全くなし。約７００ｍと鐘ガ岳の
約６００ｍより高い。
下山開始。下りも急勾配のうえザラザラ面ですべりやすい。
ひょうたん広場。名前のゆえんは？
谷川に出る。まむしに注意との事。厚木市の七沢キャンプ場経由、弁財天へ。
弁財天。さすがに疲れ、頭痛気味。どうしようかと考えたが、日向薬師だけにくるのも大変だと、
えいやっと日向山に登りだす。

14:35 日向山山頂。そのまま下山。
14:55 日向薬師。 15:00 下山。 15:10 バス停。 15:25 バス発。 15:55 伊勢原ホーム。16:36 町田ＪＲ。
TITLE : ☆鐘が岳の紹介（気軽なハイキングコース）
鐘が岳は標高５６１ｍの低山で、気軽に丹沢の雰囲気が味わえます。山頂手前に
神社があります。古くは浅間神社で、上杉なんとかが保護、徳川時代には尾張の徳
川なんとかが帰依したとか。明治の廃仏毀釈によって寺院がなくなった後、村の八
幡、日枝神社の合祈により七沢神社となったという事です。
小田急線の本厚木駅で下りて、駅から少しはなれたバスセンタの９番に行きま
す。上谷戸・広沢寺温泉入り口行きのバスにのり、
平日
土曜
休日
8:00 30,45
17,45
10,30,45,55
9:00 15,45
17,45
2,15,25,35,45
10:00 0,15,45
15,30,45
0,15,30,45
11:00 15,45
15,45
0,15,45,55
終点の上谷戸ひとつ前の広沢寺温泉入り口で下車します。斜めに登る分岐（バス進
方向に見て左に分岐、標識有り）を広沢寺温泉に向かって行きます。舗装道路をゆ
るやかに登っていくとＹ字路に出ます。左の登りは広沢寺温泉へ、右の下りが鐘ガ
岳入り口方面になります。分岐の右下に町工場があります。後は道なりに行くと標
識があって、左に鳥居のある石段を登ります。しばらくで石仏とか鹿柵のある山道
に出ます。
約１時間で頂上に着きます。で、頂上をとうりすぎる感じで下山すると山の神広
場に出ます。
ここで、数本の道に分岐していまして、一番明瞭な左にＵターンする感じの道を
とると、山頂から約３０分にて山の神トンネルの入口に出ます。ここから舗装林道
を下ると、１時間～１時間半で広沢寺温泉入り口バス停に着きます。バス時刻の目
安は大山三峰の紹介でアップしましたので省略します。
多少、歩きでがなく不満がある場合には、山の神広場を直進して七沢キャンプ場
のほうに抜ける事が出来ます。山の神広場を直進する道はあまり明瞭ではなく踏み
跡程度の感じです。４０分程木とか岩につかまりかなりの急登をすると見晴らし広
場Ｂという標識のある山頂に到着。約７００ｍの高さだが、山名は表示されていま
せん。七沢キャンプ場のハイキングコースのようですが、幸い公園のようには整備
されていません。急登急降下で歩きにくいですが、２０分強で「ひょうたん広場」
に出ます。名前のゆえんは不明です？
更に２０分くらいで「まむしに注意」と書かれた谷川に出ます。まだ新しいきれ
いなバンガローの並んだ厚木市の七沢キャンプ場を抜けると舗装林道です。下って
行くと右に日向山の登山口があります。ここをとうりすぎると谷川に出てから
約４０分で谷川の中、岩の中にまつれた弁財天に出ます。
もう少し下るとロッククライミングの練習をしている弁天岩を経て広沢寺温泉入
り口バス停への道に出ます。あるいは、日向山登り口まで引き返し、日向山経由で
日向薬師を通ってそちらのバス停に行く事もできます。弁財天から日向山山頂まで
約３０分。山頂から日向薬師まで２０分くらいです。紅葉シーズンの日向薬師はな
かなかのもです。日向薬師から伊勢原行きのバスが出ています。確か１時間に２・３
本はあったと思います。
鐘が岳だけですとスニーカでもＯＫですが、山の神広場からひょうたん広経由の
方は、季節にもよると思いますが余り訪れる人がいないようです。道も結構急な所も
ありますので、一応丹沢登山と考えて準備したほうがよいと思います。
ＦＲＯＭ ＯＳＫ

表題:二の塔～三の塔
.二の塔～三の塔

*[01*
*[02*
*[03*
*[04

日
付<]'89/04/15＠日付
山
系<]丹沢＠山系
コ ー ス<]二の塔～三の塔
地図・案内<]２万五千地図 秦野、大山

アルペンガイド 丹沢

［コース］小田急秦野＝ヤビツ峠－富士見山荘－二の塔－三の塔－ヤビツ峠－蓑毛＝小田急秦野
塔の岳から東南にのびる尾根－丹沢表尾根の一部。ヤビツ峠側からは、二の塔、三の塔、烏尾山、行者岳、新大日ノ
岳を経て塔の岳にいたる
緩やかな尾根道。天気が良ければ、後方の大山、前方の丹沢三峰、丹沢山および塔の岳にいたる万里の長城のような
尾根道、そしてそのむこうに富士山が眺望できる。また、海側は遠く街並みをとうして渋沢丘陵が望める。本日は、天候
不順で塔の岳方面は雲を被り、眺望はいまひとつ。しかし、ものすごい風でその雲がすっ飛ぶ様子は壮観であった。三の
塔より、ヤビツに引き換えす。
曇天。昼から雨になってくるとの事。但し、気温は高いかんじ。
7:23
7:36
7:57
7:59
8:50
9:30
9:55
10:45

11:02

11:25
11:41
12:37
13:05
13:17
14:16
14:30
14:54

竹山バス発
鴨居発
小田急町田着。
町田発
秦野バス発
ヤビツ行きは 8:55 のみだが、臨時便が出た。乗客は登山客のみ。満員。
ヤビツ着
約７００ｍ。まだ、桜は満開で、少し葉桜になりかけたところ。結構、うぐいすが鳴いていた。
富士見山荘
約６５０ｍ。
二の塔着
約１１００ｍ。途中の尾根は、植林された木がまだ成長しておらず見晴らしよし。
ただ、二の塔山頂はせまく 木が邪魔して三の塔がよく見える程度。木の間から富士山が
みえた。途中、ぬかるみですべりやすく、山頂近くの石ゴロゴロ道も歩きにくい。
三の塔着
１２０５ｍ。ひろびろとして見晴らしも抜群だが、ものすごい風。小屋の中でもいたたまれず
小屋の横に避難して弁当をとる。塔の岳方面は雲がすごい勢いで流れている。
その間にも女性を含む集団が次々と来て、塔の岳方面に行く。驚いた。
予定どうり、往路を引き返す。立ち上がり、デイパックを背負うと飛ばされそうになった。
下山。
二の塔
富士見山荘
ヤビツ峠
蓑毛方面下山
蓑毛バス停
バス発車
秦野駅着
14:55 秦野発
15:2? 小田急町田
15:47 ＪＲ町田

表題:二の塔～三の塔～塔の岳
.二の塔～三の塔～塔の岳
*[01* 日
付<]'89/04/22＠日付
*[02* 山
系<]丹沢＠山系
*[03* コ ー ス<]二の塔～三の塔～塔の岳
*[04 地図・案内<]２万五千地図 秦野、大山

アルペンガイド 丹沢

［コース］小田急秦野＝ヤビツ峠－富士見山荘－二の塔－三の塔－烏尾山－行者岳－新大日－塔の岳－大倉尾根
－大倉＝小田急渋沢
塔の岳から東南にのびる尾根－丹沢表尾根の丹沢の代表するコース。道は明瞭で、一部ザレ道とか鎖場もあるが、コ
ースを悩む必要もなく歩き易い。但し、歩行距離は相当あり、健脚向きといえる。楽な筈のヤビツ峠側から歩いたが、快
調であったのは塔の岳まで、大倉尾根の下りで膝の痛みが出始め、ついには足が鉛のようになる。なんとか下ったが、案
内書２時間のところ４時間近くを要した。
天候不順のため、烏尾山から下る予定変更
曇天。夜から雨になってくるとの事。湿気が多く、少しひやっとする感じ。
7:19 竹山バス発
7:29 鴨居発
7:53 小田急町田着。厚木行きの急行に乗り、厚木で普通に乗り換える。

8:33
8:50
9:25
9:55
10:40

秦野着
秦野バス発
ヤビツ着
富士見山荘
二の塔着

10:55 三の塔着
11:20 烏尾山荘

12:00 新大日の頭？
12:15 新大日茶屋
12:35 出発
12:45 木の叉小屋
13:07 塔の岳

13:20
13:35
13:50
15:45
16:40

ヤビツ行きは 8:55 のみだが、今日も臨時便が出た。乗客はやはり登山客のみで満員。
約７００ｍ。先週目についた桜はもう終わりだ。
約６５０ｍ。
約１１００ｍ。途中の尾根は、植林された木がまだ成長しておらず、天気良ければ見
晴らしは良い。今日はガスが出て、三の塔も見えない。大山はガスというより雲を被っ
ている感じ。
１２０５ｍ。今日はガスで２０ｍ先は何も見えない。そのままとうりすぎる。
三の塔を過ぎるとすぐ鎖場を左にとる。通常だと道は明瞭だが、ガスのため周囲が見えず、
直進の道といずれを採るべきか悩む。ここで、烏尾尾根を下る予定であったが、
ガスがひどく、道に自信がもてないので、人の多そうな塔の岳に向かう事にする。
ベンチがあり、１０人程が食事。時間も丁度よいので弁当にする。ヤビツから抜いたり抜か
れたりしていた人たちと一緒になる。
途中、谷間に接するところではガスがすごい。おもしろい事に数ｍの間だけ雨が降ったりする。
新しい、きれいな山小屋。コーヒ３００円。泊まりが３０００円。
ガスがひどくて日の出山荘が見えない。大きな山小屋で、太陽電池による電話があった。早速、
コース変更と遅くなりそうだと家に電話する。ここまでは、特に疲れもせず、一緒になって
いた人たちとも又会った。コーヒでも飲み、少し休めばよかったが、遅くなりそうなため、
すぐ出発。

出発
金冷やしの頭
この後あたりから、膝が痛くなりだし、疲れが出てくる。
花立ち山荘
後は、もうメロメロ。膝の痛みが出ると余計な神経を使い、更に疲れが出る。
見晴らし茶屋
ついには、足が鉛みたいになってしまい、痛みをとうりすぎた。
大倉バス停 17:05 バス発 17:36 渋沢発
18:20 小田急町田着
18:40 ＪＲ鴨居

表題:大山～広沢寺温泉
.大山～広沢寺温泉
*[01* 日
付<]'89/05/01＠日付
*[02* 山
系<]丹沢＠山系
*[03* コ ー ス<]大山～広沢寺温泉
*[04 地図・案内<]
［コース］ 小田急伊勢原＝大山ケーブル＝阿夫利神社下社－大山頂上－雷の峰分岐－唐沢峠－不動尻
－広沢寺温泉入り口＝小田急本厚木駅＝町田
約 1200 年前、良弁大僧正によって開山。別名 阿夫利山または雨降山。標高 1252ｍ，表登山道のケーブルを利用すれ
ば、標高差 約 500ｍの登り。
高尾の様に公園化していないが、指導標もしっかりしており、道もまあまあ整備されている。表登山道、ヤビツ峠、日
向薬師、広沢寺とコースがある。交通の便が良い表コースは、信仰登山のお年寄りから家族ハイクの幼児づれまで、天候，
季節によらず結構の人出。
天気予報では、昼頃から天気崩れて夕方からはかなりの雨量になるとのこと。鍋割山に行こうかと思っていたが、急遽
切り替える。
7:25 鴨居着
通勤・通学客多し。
7:55 町田着
7:59 町田発
8:25 伊勢原着
産業なんたら大学の学生でバス停あふれていたが、ケーブル行きは空いていた。大山参りの人が
数人とハイキングの人数人といったところ。
9:20 ケーブル乗車
9:50 登山開始
少し雨がぱらつく感じ。雨具は不要といったところ。
10:30
まともに雨になってきた。着替えをする。下着＋パーカで丁度良いぐらい。
11:05 山頂
途中、下山者 数人に会う。ケーブルは始発が 9:00 の筈、どこから登ったにしろ結構速く出たと
思われる。山頂では相模原の小学５年生の遠足に会う。ガスで数十ｍ離れると何も見えない感じ。
遠足の賑やかさにほうほうのていで逃げ出す。
11:30 下山
13:00
今度は右膝が痛み出す。どうも休憩のとりかたに問題があるようだ。
13:30 不動尻キャンプ場
13:45 出発
雨のため、本館の屋根の下で休む。流石に濡れた状態で休むと寒いし、不快。

休む時とか、バスを待つときのために傘を持っていた方が良さそうである。もちろん着替えも。
15:00
15:10
15:55
16:05

バス停
バス発
厚木着
厚木発

膝の痛みで少し時間（以前の４５分増し）がかかった。

表題:明神ガ岳～明星ガ岳
.明神ガ岳～明星ガ岳
*[01* 日
付<]'89/05/04＠日付
*[02* 山
系<]箱根＠山系
*[03* コ ー ス<]明神ガ岳～明星ガ岳
*[04 地図・案内<]２万５千地図：箱根，関本

るるぶ関東周辺ハイキングガイド

[コース] 小田急新松田＊（関本行き）＊関本＊（大雄山行き）＊道了尊＝見晴らし小屋＝神明水＝明神ガ岳＝明星ガ岳
＝宮城野橋＊小田原
箱根の外輪山で最も眺望の良い明神ガ岳と大文字焼きで知られている明星ガ岳を縦走するコース。明神ガ岳までの道は、
最初の大杉の中を行く
登山道から中腹～頂上にかけてのススキ、くまざさの中を歩く道と、たいへん味のあるところである。特に、明神ガ岳頂
上は開けており、外輪山のえんえんと続く尾根道をとうして眺める箱根連山、富士山は絶品。澄み渡った日は三浦半島、
大島まで遠望できる。
明神から西に縦走すると金時山方面、南東に縦走すると明星方面となる。明星までは約３km にわたり 800m から 900m
の間を上下する縦走路となる。右側に箱根連山、下には宮城野の町をみながら歩く。宮城野への分岐を見送り直進してい
くと御嶽神社のある明星ガ岳頂上に到着する。標識がなければ山頂とはわからない位のところである。分岐点までもどり
下山をする途中に大文字焼きの場所を通過する。三井箱根荘の横を通り宮城野橋を渡ればバス停。 次女からの山につれ
ていけとの要望に応えて、歩きやすく見晴らしも良い本コースを選択。昨日の予定であったが、双子の低気圧のため天候
不順で本日に延期したもの。横浜から新松田まで曇天であったが、山では次第に回復し、富士山も見えた。
連れ合い、次女とハイキング 曇天。しかし山の上では回復。小田原から横浜、丹沢方面は低い雲を被る。1000ｍ程度
の山で雲海を見たのははじめて。
竹山中央発
町田到着 7:36 乗車
新松田到着 ８時９時台は０分おきにバスあり。急行の地蔵堂行きに乗車。
関本よりタクシー
道了尊着。お参り。
出発。まだ、霧が流れている状態だが、見晴らし小屋の手前あたりから晴てきだして、富士山も見えてきだした。
小田原方面は、雲海の下！
10:25－10:30 休憩。さすがに連休か、家族連れの登山者多数。
11:15 山頂。薄いベールをとうして強羅から金時と箱根外輪山が見える。食事中に富士山にかかっていた雲がとれ始め、
右半分を除きほぼその姿を見せる。丹沢方面はかすかに尾根があるかなといった程度。
11:55 明星へむけて出発。明星への分岐で放管の片岡課長夫妻に会う。
12:45－12:55 休憩。だいぶ遠くになったが、雲がとれた富士山がくっきりと見える。
13:20 宮城野分岐。大文字方面へおりる道。見晴らしの得られない明星山頂は中止し、右の宮城野方面へ分岐する。
14:10 箱根荘横に出る。途中、次女がトイレに行きたくなったとの事で、下山を急ぎ、工事事務所のような所で人は
いなかったが拝借する。連れ合い、途中でスリップし足を痛めたため、少し遅れてくる。
14:25 バス停。タクシー止めたが、強羅方面はいやだと乗車拒否される。また、バスだと渋滞で大変だと思い、
14:35 から強羅まで歩きだす。
14:50 強羅着。ケーブル待ちのすごい人、整理券を発行していた。人をかき分けて切符購入。駅横のそば屋で
ビールとクリームソーダ。みやげ物店で饅頭購入、お釣りを儲けた。
15:59 強羅発。そば屋を出たら、登山鉄道も人の列ができていた。結局、最後尾に並び、４本目に乗車できた。幸い、
連れ合いと次女は座れる。
16:50 小田原まで接続しており、すぐ臨時の急行に座れる。しかし、これじゃ渋滞していてもバスの方がましだったか？
17:50 町田駅着。
18:45 竹山着。
7:01
7:33
8:20
8:45
8:53
9:05

表題:石老山
.石老山
*[01* 日
付<]'89/05/20＠日付
*[02* 山
系<]中央線＠山系
*[03* コ ー ス<]石老山
*[04 地図・案内<]

［コース］中央線相模湖＝石老山入り口－相模湖病院－顕鏡寺－石老山－大明神見晴らし台－ピクニックランド前＝相模
湖駅
相模湖の南岸にある標高６９４ｍの低山。道は明瞭で指導標も完備。ファミリーハイク向けの山で訪れる人も結構多
い。顕鏡寺までに富士山からきたと思われる大きな溶岩・奇岩があり、それぞれに名前がついている。相模湖を見おろせ、
反対側では丹沢から富士山にかけての眺望が得られる。
全国的に天気が悪く、南岸には前線が停滞。竹山周辺も雨は降っていないものの どんよりと曇っている。
そのわりには、気温が低いせいか爽やかなかんじ。このところ週末になると天気が悪くなるため、しびれをきらしてなに
がなんでも行く事にする。
7:58
8:07
8:52
9:06
9:16
9:25
9:30
10:30
11:00

11:15
11:58
12:15
12:50
13:09
13:24
14:08
14:45

竹山バス
鴨居着
8:12 鴨居発
八王子着 8:58 八王子発－高尾接続
新しい八王子の時刻表記録する。
高尾発
相模湖駅
バス
ここからずっと、しょぼしょぼと雨が降る。
石老山入り口
融合平見晴らし台 女性１人を含む若い３人パーテイに会う。紅茶をご馳走になった。
頂上
すぐ、先ほどの３人が到着。道志に一泊して、明日 蛭が岳に登るそうである。
どうも どこかの山の会の人たちらしい。
本日は、流石に天気が悪いためか、結構人手の多いこの山でも出会ったのは
この人たちだけである。
出発
大明神へ行くまでの下り坂でおもいっきりスリップしてしまった。
大明神見晴らし台 食事。山が低い事もあって、少し霧がかかった程度で道志の村落とか相模湖が見える。
この周辺は、山つつじが群生、花を咲かせていた。
出発
キャンプ場
バンガローを観察、材木を組み合わせた架台の上に小屋を乗せた構造になっている。
バス停
バス
八王子発
鴨居着

表題:湯坂道－浅間山－鷹巣山
.湯坂道－浅間山－鷹巣山
*[01* 日
付<]'89/05/27＠日付
*[02* 山
系<]箱根＠山系
*[03* コ ー ス<]湯坂道－浅間山－鷹巣山
*[04 地図・案内<]
［コース］箱根登山鉄道・箱根湯本－湯坂道－湯坂城跡－大平台分岐－浅間山(802)－鷹巣山(834)－浅間山
－大平台分岐－仙元神社－大平台＝箱根湯本
箱根湯本駅前の国道１号線を強羅方面に１０分ほど進むと橋をわたって、すぐ左に上っていく細い道、これが鎌倉古
道－湯坂道である。
８０２年の富士山噴火で通行不能になった足柄道に変わって開かれた道で、江戸時代に東海道ができるまで栄えた道で
ある。鎌倉時代には大改修され人馬の往来も多かったらしい。登りだしてしばらく石畳が続く。途中の湯坂城跡は室町時
代に御厨（みくりや）－御殿場の事ーから西相模一体に勢力を持っていた大森氏の城。１４９５年に早雲に滅ぼされる。
以降、北条氏の支配下。ゆっくりとした登りを２時間弱続けると大平台への分岐をとうりこして浅間山。古くは下鷹巣山
といわれていたらしい。浅間神社ができて改名。でも神社は仙元神社だぜ。山頂は広い草の斜面。左に下ると右への千状
の滝・小涌谷分岐を見送り、直進。林道に出て、再び登ると鷹巣山。駒ガ岳、神山、双子山がほぼ正面に広がる。反対側
には、植林の隙間から相模湾も望める。大平台分岐から大平台への道はあまり通行がないようだ。笹のトンネルの中を歩

くかんじ。
久しぶりに晴天になるとの予報で期待して出かけたが、山にいる間はときたま日がさす程度で、下山してから晴天にな
った。
7:3?
7:47
8:12
9:12
9:45
10:00
10:20
11:00
11:50
11:59
12:10
12:27
12:57
14:36

竹山
鴨居発 ５月 31 日の福井への指定券を申し込む。
町田着
8:18 町田発
9:00 新松田通過
小田原着 9:29 小田原発 ２両とも満席で立っている人が少しいた。
箱根湯本着 駅前の国道を右に行くと橋、直進すると左に急登する細い道。箱根古道の標識もあるが、
見落としそう。
湯坂道出発
湯坂城跡
案内板があるのみで、それらしいもの何もなし。
ここまでは、林と笹（カヤト？）でそらも見えず。ここにきてやっと上が開けた。また今まで全く人気が
なかったが、数組とすれちがうようになった。
大平台分岐 購買はたいしたことないが、いや長い。疲れた。
浅間山
熟年集団を含めて数組が食事を
林道
結構、人の往来がでてきた。
鷹巣山
駒ガ岳、神山を眺めながら食事。中年の小父さん。小母さん集団の雑談が耳に入りわずらわしい。
下山
13:24 大平台分岐
14:29 大平台駅
大平台駅発
14:58 湯本発
16:20 町田着

TITLE : ☆湯坂道－浅間山－鷹巣山
箱根の湯坂道、浅間山、鷹巣山は、ポピュラーなコースですが、なかなか気持ち
の良い尾根歩きができまし、時間があれば温泉にもというおじさんＯＲファミリ向
きといえます。
箱根登山鉄道の箱根湯本駅から鎌倉古道の湯坂道、湯坂城跡を通り、大平台への
分岐を右にみて、浅間山(802)－鷹巣山(834)に出ます。再び浅間山に戻り、大平台
分岐から箱根登山鉄道の大平台駅へ下山します。
箱根湯本駅前の国道１号線を強羅方面に１０分ほど進むみ橋をわたってすぐの所
に左に上っていく細い道があります。これが鎌倉古道－湯坂道です。箱根古道の標
識が出ていますが見落としそうです。橋を渡ったら左側に注意をしていたほうがよ
さそう。８０２年の富士山噴火で通行不能になった足柄道に変わって開かれた道
で、江戸時代に東海道ができるまで栄えた道だという事です。鎌倉時代には大改修
され人馬の往来も多かったらしい。
登りだしてしばらく石畳が続きます。２０分くらいの所に湯坂城跡の立て札があ
ります。室町時代に御厨（みくりや）－御殿場の事ーから西相模一体に勢力を持っ
ていた大森氏の城との事。１４９５年に早雲に滅ぼされたそうです。以降は、北条氏
の支配下。
林と笹（かやと）に囲まれたゆっくりとした登りを１時間半程続けると大平台へ
の分岐をとうりこして浅間山の頂上。古くは下鷹巣山といわれていたらしい。浅間
神社ができて改名されたと案内書に書かれていましたが、神社には仙元神社の看板
が出ていた？
山頂は広々とした草の斜面で、左にカーブしながら前進すると、右側に千状の滝
・小涌谷方面に下る分岐。これをを見送り、直進すると林道に出ます。で、再び一
汗かいて登ったところが鷹巣山です。浅間山から約３０分です。
駒ガ岳、神山、双子山がほぼ正面に広がり、反対側の植林の隙間からは相模湾も
望めます。ここらあたり一帯は紅葉すると見事だろうと思います。残念ながら５月
に行きましたので本当の所は？？？
大平台分岐に戻り、笹のトンネルの中を大平台駅まで下りましたが、人通りは少
ないようです。鷹巣山から大平台駅まで１時間半ほどを要しました。
ＦＲＯＭ ＯＳＫ

表題:西沢渓谷
.西沢渓谷
*[01* 日
付<]'89/06/17＠日付
*[02* 山
系<]中央線＠山系
*[03* コ ー ス<]西沢渓谷
*[04 地図・案内<]
［コース］横浜西口＊東沢山荘－渓谷沿いの道－旧軌道道－東沢山荘＝横浜西口
雨続きのため、コース選定が面倒になり、日本トラベルのバスツアに前日申し込む。
奥秩父の国師ガ岳より流れる笛吹川の源流。花崗岩の岩肌を流れる渓流はなかなか豪快であるが、落差はそれほどな
い。流れに沿って遊歩道ガ整備されていて、まあまあ歩き易い。もう少し早いとつつじとかしゃくなげの花が見られたよ
うである。それなりに歩きではあり、森林浴を目的としたファミリーハイキングとしては最適。
帰省と仕事の関係で、週末２回も山いきできず。今回は天候がどうあれどこかに行こうと考えていたが、週末が近ずく
とともに次第にくずれだして、金曜は本格的な雨。これじゃと、金曜の昼にバスツアを申し込む。西沢渓谷なら雨が降っ
てもまあなんとかなるかと甘い期待。朝、少し雨が残っていたが渓谷では時に日が射すほどに回復。帰ってから雨となる。
6:48 鴨居駅発
7:13 東神奈川発
8:00 バス出発。

11:40 東沢山荘着

11:52
12:13
12:30
12:46
13:10
13:30

出発。
西沢山荘
三重の滝
貞泉の滝
五段の滝
出発

14:50 東沢山荘着

15:30 バス出発

東京の方で事故があったとかで、京浜東北線遅れる。
天理ビルのまわりには、各種ツアバスがずらりと勢ぞろい。西沢渓谷行きのバスが行方不明
で出発遅れる。客は座席の約１／３程度、８０００円と少し割高なのもしかたないか。
途中、雨も上がり、曇り空ではあるが、空気が澄んでいるため山の稜線がくっきりと見える。
道路事情は良いほうであったらしいが、小仏トンネルでの事故渋滞無ければもう２０分ほど
早くついた。
弁当が配られ、山荘の親父から注意その他の話がある。
歩きは自由行動との事なので、弁当をもって一番に飛び出す

少し行ったところで渓流ちかくに休憩できる場所があり昼食。
食事中に、同じバスにいた、おそらく７０才はすぎているおじいさん、おばあさん３人組
に追い越された。あの人たち全コース歩けるのかなと失礼な事を思っていたが
・・・・いや、すごい。
この３人組を抜いたすぐのところに、おばさん２人組がいて、道に悩んでいた。迷うよう
なところではないが、廻りに人がいなくなって不安になったらしい。
トロッコ用に使っていたらしい軌道の後が所々残る道をとうって引き返す。途中Ｕターン
してもどる人もいるが、下りはこれが本来のハイキングコースらしい。
同じツアの人たちも３０分くらいのうちに次々と帰ってきた。もちろん例のお年寄りも。
17:10 西口

表題:大山北尾根
.大山北尾根
*[01* 日
付<]'89/07/08＠日付
*[02* 山
系<]丹沢＠山系
*[03* コ ー ス<]大山北尾根
*[04 地図・案内<]
［コース］ 小田急伊勢原＝大山ケーブル＝阿夫利神社下社－大山頂上－雷の峰分岐－唐沢峠の筈！！！
約 1200 年前、良弁大僧正によって開山。別名 阿夫利山または雨降山。標高 1252ｍ，表登山道のケーブルを利用すれ
ば、標高差 約 500ｍの登り。高尾の様に公園化していないが、指導標もしっかりしており、道もまあまあ整備されている。
表登山道、ヤビツ峠、日向薬師、広沢寺とコースがある。交通の便が良い表コースは、信仰登山のお年寄りから家族ハイ
クの幼児づれまで、天候，季節によらず結構の人出。
今回の北尾根は一般化されておらず、通常のハイキングの紹介にはみあたらない。新ハイキングに投稿されていたのを
見て今回チャレンジした。
天候不純、仕事の呼出、結婚式と重なったため１ケ月ぶりの山行き。昨日は見事な晴天であったが、今日は曇り気味。
さすがに１月も休むと多少億劫であったが、明日は雨との事なので、エイヤッと出かけた。朝の時間がゆっくりできる大

山で前から狙っていた北尾根をめざす。地図、解説書がみあたらず、新ハイキングの記事だけを頼りにする。
7:40
7:53
8:12
8:42
10:00
10:12
11:18
11:30

11:40
12:13
12:20
12:25
12:45

14:00

14:30

15:30
16:40
17:13
17:55
19:??

竹山発
鴨居発
町田着 8:18
伊勢原着
ケーブル発
下社 登山開始

町田発
残念！ 8:40 のバスが出たところ。9:00 まで待たされる。結構、中年ハイカーがいた。
ここでも 9:40 のケーブルが発車したところに到着！！！
いつものように小父さんから小母さんの集団、単独とさまざま。めずらしく若い女性２人
づれがいた。
頂上
そのまま、裏側のパラボラの方へ行く。こちらも広場になっていて、富士山から塔の岳
方面の見晴らし良好。人も少なく穴場である。
北尾根へ
パラボラの裏側にけもの道のような笹のトンネルあり。リボンの目印があり、これが
北尾根への入り口らしい。エイヤっと突っ込んでいったが、かがんでやっととうれる
感じで、腰に悪そう。
開けた尾根
１０分程度でヤブの外に出られる。結構、木がうっそうと繁った尾根道で、それほど
見晴らしは得られないが、なかなか気持ちの良い道である。
小高くなったところを登りだす。
ところどころに、空き缶とかリボンの目印があるが、沢への分岐を見落としたかと不安になる。
全く、人気の無いところであったが、登ってくる小父さんに遭遇する。こちらもあちらも、
一瞬ぎょっとする。良くみたら人間だという感じだ。
もう少し、先に１回目の分岐、その先にもうひとつ分岐がると教えてもらい安心して食事。
林が深くて、周りはみえず、天気も悪いため暗い。
１の沢峠。どこかの登山クラブの木札があった。先ほどの人はもうひとつ先の分岐を
きたらしい。こちらのほうが早いとの事なので、思い切って、道とも思えない斜面を下る。
ところどころにリボンがあるが、まばらである。道らしい道もなく、
木につかまり、あるいは尻すべりで強引に下りていく。
やっと、沢（といっても本当の一番上流の末端。雨の時の流れ道といったかんじ）が見えた
が、急斜面で下りるポイント探しに苦労する。
沢に下りたはいいが、唐沢峠への登りのポイントがみつからない。沢を上下し、２ケ所
登り始めてみたが、土が柔らかく手がかりが得られない。木も枯れているようで、
つかまるとポキポキおれる。大きな石も、おそらく雨で流れてきたものであろう、
つかまろうとすると、ずるずると落ちていく。木の根となんとか丈夫そうな木を頼りに、
土をつかむようなかんじで這い登ったが、最初の所はついに撃退される。下りるのも
大変で、落下寸前、どろまみれになる。２ケ所目は東に登る筈が南に向かっているという
事で諦め、またまたすべり落ちる。沢を上下するが、どうにもポイントがみつからず、
途方に暮れる。若干パニック状態になり、上の方から石が落ちてきたので、人がいるかと
呼びかけるが、応答無し。流石に何回ものアタックで疲れるし、大体おりてきたところ
も道とはとてもいえないような急斜面。全く、進退に窮してしまった。沢を下まで、
おりても民家があるようなところでもないし、大体相当の距離を沢下りする技量もない。
おそらく、初心者の遭難はこういった具合に起きるのであろう！と思ってもしかたがない。
諦めて戻る事にする。と、今度は下りてきた道がわからない。何度か沢を上下し、
こんなもんだろうとヤケクソでよじ登り始めた。しばらくするとかすかに踏み
跡があり、ホッとする。やっとの思いでもとの尾根に出られた。但し、下りたところより
若干大山寄りで、本当は道を間違えたらしい。
それで、教訓！！ 一般的なコース以外に行く技量無し。特に、沢に下りる場合は、
万一でも下れば民家のある方に行けるようなコースにしろ！！
頂上にもどる
ドロンコのシャツを着替える。頂上には、まだ数人がいた。神社の方角を調べている
面白い先生、弘法山からきて道を失い５時間も歩いたとばてている人。
下社着
ケーブル終了！！
全くついていない。
乗り遅れた板橋の人と女坂をおりる。
バス
板橋の人とビールを飲む。うまかった。
伊勢原
竹山

この季節は、駄目だそうだ。おそらく雨が多いために崖が崩れてしまい登りが困難になるという事だろう。

表題:大菩薩峠・大菩薩嶺
.大菩薩峠・大菩薩嶺
*[01* 日
付<]'89/07/22＠日付
*[02* 山
系<]大菩薩＠山系
*[03* コ ー ス<]大菩薩峠・大菩薩嶺
*[04 地図・案内<]
［コース］ 横浜西口＝塩山＝福ちゃん荘－富士見山荘－勝縁荘－大菩薩峠・介山荘（昼食）－寶の河原－神武岩
－雷岩－大菩薩嶺－雷岩－唐松尾根－福ちゃん荘＝塩山＝横浜西口
中里介山の小説で知られる大菩薩峠、ハイキングコースとして有名。富士山から南アルプス連峰の雄大な眺めと稜線に
広がる草原の中を行くプロムナードが素晴らしい。春とか秋が、できたら初冬がおすすめであろう。
今回は、朝日旅行会のバスツアー。登山口の裂石から福ちゃん荘までは標高差約７００ｍと約２時間はかかる、ここを
タクシーで通過するという殿様ハイクである。
連れ合いと出発。一応梅雨明けもしたが、なんか不安定な感じあり。昨日も山梨の方は大雨で中央線が停止したほど。
6:15
6:2?
6:40
7:00
7:30

??:??
10:35
11:00
11:25

12:00
12:45
13:00
13:20
13:55
14:55
15:25
15:35
21:??

家を出る。
竹山発
鴨居
東神奈川
予定どうりバス出発。 小型バスだが、前回乗った西沢行きのバスに比べて座席の前後が広く快適。
途中、ＳＡエリアで休憩。特に渋滞もなく、順調に塩山に到着。ハイキングのガイド
（中年の小父さん）つきだが、バスガイドはなし。ひたすら寝る。
塩山到着。
塩山タクシーのタクシー置き場で乗換。約４０分も乗るとの事。帰りの運転手に聞い
たところ定額５０００円との事。途中下車には協定料金無く、割高で損だとのよし。
歩き開始(1700)
みやげもの見る暇なく出発。
休憩
早くも休憩だが、集団で歩く以上しかたなし。
介山荘(1898)
昼食。山小屋というより、高尾の茶店みたいなかんじ。中学生の集団、同様の
バスツアの集団と大勢。時々、夕立がきそうな気配になるが、なんとか最後まで
降られずにすむ。遠くはかすんでおり、富士山はついにみられなかった。
出発
ちょっとした岩場を抜けると寶の河原を経て、草原に覆われた稜線が目の前に現れる。
雷岩(2000)
稜線をたどると、途中の神武岩をとうり雷岩に到着。すこし落ち込んだ広場になって
いる。ここで希望者は（結局全員２７＋１名）が大菩薩嶺にむかう。
大菩薩嶺(2057m)
標識のみの山頂。見晴らしはなく、明星ガ岳の山頂のようである。
雷岩出発
唐松尾根。少し急な山道を下ると林道に出て、福ちゃん荘へ。
福ちゃん荘
タクシーは 15:00 という事でたっぷりと時間があった。
埼玉のなんとか中学２年生の林間学校で、賑やか。しばらく待機のあと、みやげ物物色。
福ちゃん荘出発
タクシー会社着
バス出発。
ももを買うということで、道草。途中、道を間違え かつ中央高速の事故渋滞で遅くなる。
帰宅

表題:谷川岳山頂（トマの耳）
.谷川岳
*[01* 日
付<]'89/08/19＠日付
*[02* 山
系<]谷川岳＠山系
*[03* コ ー ス<]谷川岳
*[04 地図・案内<]
［コース］ 横浜西口＝水上インタ＝谷川土合口＝ロープウェイ＝天神平－熊穴沢小屋－肩の小屋－トマの耳
－往路を引き返す
群馬県と新潟県の境に接する上越国境の稜線（・・茂倉岳－一ノ倉岳－谷川岳－オジカ沢の頭－万太郎山・・）に位
置する標高約２０００ｍの山。谷川 岳を中心に延びる尾根は対称的な山稜をなしていて、東および南の群馬県側は断崖
絶壁を構成している。東側は、北より幽の沢、一ノ倉尾根をはさみ一ノ倉沢、東尾根をこえてマチガ沢となる。ついで西
黒尾根と天神尾根を経て、西にカーブしオジカ沢の頭－万太郎山と西に連なる。この稜線の南斜面が谷川本谷といわれ、
ヒツゴー沢、オジカ沢、タカノス沢等の大障壁をもつ沢が懸かっている。特に、一ノ倉沢の岸壁は日本を代表する３大岩
場のひとつ。

一般向きのコースは、谷川岳ロープウェを利用した天神尾根、巖剛新道から西黒尾根である。
朝日旅行会の日帰り登山バスツアにて連れ合いと。上空に冷たい空気があり、ここ数日間昼から天気が不安定。１昨日
は、横須賀線、鶴見線が停止したほど、また中央高速は雨のため、通行禁止とか。
5:40 予約した神奈川都市交通のタクシー着。
6:00 横浜西口着。
今回は、普通の大型観光バスで座席の前後が狭い。前回の大菩薩の時よりは
若い人が多かった。
6:30 予定どうりに出発。
横羽線がもう渋滞という事で第３京浜－環８・７経由で、練馬から関越自動車道へ。
9:00 上坂（上里？）ＳＡにて休憩。
10:10 水上インタ着。
ここから水上温泉、湯桧曽温泉を経由して、土合。ＪＲ土合駅をすぎて、
少しの所に谷川ロープウェのある土合口。インターからの道はわかりやすい。
10:55 ロープウェ乗車
約１０分間で、標高差約７００ｍを登る。水平距離も結構あり、かなりの
スピードで登る。
10:12 登山開始
天神平からリフトで天神峠へ行き、熊穴沢小屋の手前で天神尾根に合流する
コースもある。
11:55 熊穴沢小屋着
ここから、自由登山となる。ここまでの道は随所に板をしいてある。谷川岳から
西黒尾根方面にかけての眺望あり。
12:16 第２見晴らし台
小屋からの道は、ところどころが小さい岩場になるガレ道。なお、見晴らし台
の名前は、添乗員が勝手に名付けたものである。ここで、昼食。
12:40 出発。
次の見晴らし台から肩の小屋のある広場にいたる尾根道が目の前に開けている。
左は、中ゴー尾根から雲をかぶったオジカ沢の頭ー万太郎山が、右には西黒尾根
から朝日岳が一望。
雲が７割程度広がっているが、ままの天気である。
13:00 第１見晴らし台
正式名称：天狗の腰掛け岩。左のヒツゴー沢からの冷風が心地よい。
小じんまりとした岩場で、簡単な鎖もある。
13:50 肩の小屋－トマの耳
トマの耳からマチガ沢の雪渓が見える。向こうにオキの耳（約３ｍ高いが、
三角点はこちらのトマの耳にある）
、ガスが流された合間に結構おもしろそうな
形が見えたが、足の心配があり行くのを断念（片道１５分くらいとの事が、
結構上下が厳しそう）。一の倉方面が望めるようだ。
14:15 下山
15:10 第２見晴らし台
休憩
15:21 出発
16:12 ロープウェ着
17:00 バス出発
22:00 横浜着

表題:二の塔～三の塔
.二の塔～三の塔
*[01* 日
付<]'89/08/26＠日付
*[02* 山
系<]丹沢＠山系
*[03* コ ー ス<]二の塔～三の塔
*[04 地図・案内<]２万五千地図 秦野、大山

アルペンガイド 丹沢

［コース］小田急秦野＝蓑毛＝ヤビツ峠－富士見山荘－二の塔－三の塔－往路引き返し－－－ヤビツ峠－蓑毛
＝小田急秦野
塔の岳から東南にのびる尾根－丹沢表尾根の一部。ヤビツ峠側からは、二の塔、三の塔、烏尾山、行者岳、新大日ノ
岳を経て塔の岳にいたる緩やかな尾根道。大山、丹沢三峰、丹沢山から塔の岳にいたる万里の長城のような尾根道、その
むこうに富士山が眺望でき、海側は遠く街並みをとうして渋沢丘陵が望める。今回は、三の塔までしか行かなかったが、
無人の休憩所がある広々とした山頂からの見晴らしは素晴らしい－
－－もっとも天気の良かったのは１回きりで、今回は本格的な雨。
曇り、風が涼しいかんじ。
7:35
7:43
8:05
8:4?
8:50
9:35

竹山バス発
鴨居駅ホーム
7:47 鴨居発
町田小田急着
8:12 町田発
秦野着
大急ぎでバス停に走る
バス停につく。 ぎりぎりセーフ。蓑毛からヤビツまでのつづら折りで気分悪くなる。
ヤビツ峠
天候あまり良くなく、ガスがかかる。高さは７００ｍ程度だが、少し肌寒いまではいかない
が、涼しい。

9:45
10:55
11:00
11:15
11:40
12:35
13:08
13:30
14:25
14:55
15:00
15:15

出発
大山は、完全にガスの中。こちらもガスっているが、時折日がさすと暑い。
二ノ塔着
三ノ塔がガスで半分隠れる。
雨になる
三ノ塔
本降り
下山開始
シャツだけになり、ウインドブレーカの上下を着用。少し、小やみになる。
休憩
富士見山荘
ウインドブレーカを脱ぎ、月の輪くまシャツのみになる。
ヤビツ峠
ビールがうまい！！
蓑毛途中の谷川で休憩
バス停
バスが待っていた。
発
秦野着

表題:大山三峰
.大山三峰
*[01* 日
付<]'89/09/02＠日付
*[02* 山
系<]丹沢＠山系
*[03* コ ー ス<]大山三峰
*[04 地図・案内<]
［コース］小田急本厚木＝煤ガ谷（宮ガ瀬行き）－湯出川橋－物見峠分岐－山の神－北峰－三峰－不動尻
－広沢寺温泉入り口＝本厚木
大山から北方に伸びる尾根筋に連なる４～５個のピークからなる。起伏も結構あり、一部ザレたところとか鎖場,はし
ごもあり変化に富んでいる。交通の便も結構良いほうだが、訪れる人はあまり多くなく、静かである。登り口のあたりに
は野生の猿もいるようだ。狩猟期には猪のハンターもいる。全く、人がいないかと思って行ったが、単独２人，集団２組，
アベック１組に会った。もっとも表尾根なんかに比べると少なく、多少のヤブコギもあった。
明日は雨との事。今日も時折日が射すが、強い風が吹いている変な天気である。
8:05
8:34
8:38
8:55

9:35

10:35
10:44
11:00
11:15

11:40
12:02
12:52
13:17

竹山バス発
小田急町田ホーム着
町田発
本厚木着
走って、バス停へ。上煤ガ谷行きバスが、既に待っていた。丁度座れる程度の人で、
1/3 くらいが飯山観音、残りの大集団は谷川沿いの道を不動尻へ行くようだ。
途中、本降りのところもあったが、煤ガ谷ではこぬか雨。
煤ガ谷、出発 バス進行方向の橋をわたって、すぐ左折。しばらく田舎道を緩やかに登るとＹ字の分岐、
右にとる。指導標あり。登山カードをいれるボックスをとうり、あぜ道を直進すると次第
に山道に入る。
物見峠分岐
ベンチと指導標あり。雨と風で休めず。とうりすぎたところで休憩。
休憩
シャツとウインドブレーカに変える。
山の神
前を行っていたお兄さん、諦めて引き返してきた。
中止
北峰への途中の尾根－北側斜面が開けてくるところ－ものすごい風で吹き付ける雨におそれ
をなして引き返す事にする。
引き返す途中で、おじさん・おばさんの集団に会う。びしょぬれのようす。そのまま行った
が、上の風で本当に大丈夫なのか？
ベンチ
ここまでくると、雨もあがってきた。風は強い。昼食を取る。
出発
バス停
反対側からきたと思われるおじさん・おばさんの集団に会う。下では、日がさしてくるし、
多少じくじたる思いあり。
バス発

表題:大山三峰
.大山三峰
*[01* 日
付<]'89/09/09＠日付
*[02* 山
系<]丹沢＠山系
*[03* コ ー ス<]大山三峰

*[04

地図・案内<]

［コース］小田急本厚木＝煤ガ谷（宮ガ瀬行き）－湯出川橋－物見峠分岐－山の神－北峰－三峰－不動尻－広沢寺温泉入
り口＝本厚木
大山から北方に伸びる尾根筋に連なる４～５個のピークからなる。起伏も結構あり、一部ザレたところとか鎖場,はし
ごもあり変化に富んでいる。交通の便も結構良いほうだが、訪れる人はあまり多くなく、静かである。登り口のあたりに
は野生の猿もいるようだ。狩猟期には猪のハンターもいる。先週、雨で途中断念したため、改めて訪問。最近、事故が多
いのか、注意を呼びかける立て札が煤ガ谷と不動尻の両方にたてられていた。
今日も日が射したり、曇ったりとあまり安定しない。
7:40
8:10
8:12
8:35
9:25

10:24
10:45
11:15
11:45

12:05
12:26
12:36
13:00
13:26
14:00
14:45
15:50
16:01

竹山バス発
7:52 鴨居発
小田急町田ホーム着
町田発
本厚木バス停着
宮が瀬行き８：４０に乗車。丁度座れる程度の人で、ハイキング客はみんな煤ガ谷まで。
結構、三ツ峰も人気があるのか？
煤ガ谷、出発
バス進行方向の橋をわたって、すぐ左折。しばらく田舎道を緩やかに登るとＹ字の分岐、
右にとる。指導標あり。
登山カードをいれるボックスをとうり、あぜ道を直進すると次第に山道に入る。
バスを一緒に下りた集団は遅れて出発、全く人気無し。
物見峠分岐
ベンチと指導標あり。後のバスできた人と雑談。女性２人と男性２人を置いて先にきた
との事。始めてで、どの程度のものか不明で、これからどうするか悩むとの事。
山の神
10 分程、休憩。途中、うるさい程鳴いていたつくつくぼうしの声がしなくなる。
高度によって、随分影響されるようだ。
ベンチ
最初の峰（三ツ峰ではない）を越えて、少しあがったところにある。５分間休憩。
斜面
多少、上下がある尾根道を行くと、西側ががけで開けた所に出る。なだらかな下りを行く
と、最初の難所－斜面に出る。
くずれやすい斜面で、道がはっきりしない。コースの選び方によっては、木の根とか岩に
捕まっていくが、相当に登りにくい。今回は思ったより登り易いコースを選べた。途中、
パラパラっと雨がきたが、すぐやむ。
弁当岩
休憩する。最初にきたとき、弁当を食べた岩。おそらくこれが北峰か？ 後、ひとつ峰
をこえて、更に登ったところが山頂。
頂上の真下
頂上
狭い山頂で、ベンチがひとつ。先客に２人連れの小父さん。しばらくすると若い夫婦がきた。
出発
ここからひとつ峰をこえると、後は不動尻への急勾配の道を下るだけ。
ベンチにて休憩
沢に出る
ここの沢は水量も多く、気持ちの良いところのひとつ。途中の道は、踏み跡というか、
沢の一部というかなかなかワイルド。
キャンプ場
バス停
ここまでの林道歩きが長い。途中、休みたくなったが、惰性で歩きとうした。
バス発
17:12 ＪＲ町田着

表題:北八ガ岳（白駒－黒百合－天狗岳－稲子湯）
.北八ガ岳（白駒－黒百合－天狗岳－稲子湯）
*[01* 日
付<]'89/09/23＠日付
*[02* 山
系<]八ガ岳＠山系
*[03* コ ー ス<]北八ガ岳（白駒－黒百合－天狗岳－稲子湯）
*[04 地図・案内<]
［コース：朝日登山ツア］ 横浜西口*（中央高速）*諏訪ＩＣ*麦草峠*白駒口、
稲子湯*清里*須玉ＩＣ*（中央高速）*横浜
［
歩行コース ］ 白駒口－白駒池－高見石－中山－中山峠－黒百合ヒュッテ（泊まり）
、黒百合ヒュッテ
－中山峠－みどり池－稲子湯
白駒池は標高 2110m で１周３０分程度、原生林が池畔まで押し寄せ幻想的。コケが美しい。白駒池西岸の白駒山荘（昨
年、とうった時に丁度火事。１年がかりで再建したらしい）の前をとうって、高見石へ登る。本来は、ワタスゲの咲く湿
原の白駒林道をとり、ニュウ経由で中山峠に行くはずであったが、渋滞で遅くなりコース変更。高見石は、標高 2280m
で、山荘横の岩の上に登ると白駒池から北アルプスの眺望が得られる。
ここから南進する北八つの縦走路をとると、中山経由で中山峠にいたる。中山山頂手前の肩（標高 2496）からは蔘科山、

遠くは中央アルプスが目の前に広がる。中山峠を右にとると黒百合平。黒百合平は、シラビソ，コメツガの樹林に囲まれ
た東西に延びた 2395m の小さな草原。黒百合が花をつけるのは６月下旬から７月にかけて。 御来光見物を予定していた
天狗岳へは、２コースある。スリバチ池をとうり天狗の奥庭をたどるコースが眺望に恵まれる。ヒュッテの前から、左に
スリバチ池、前方には双耳の天狗岳を眺めながら溶岩台地を登り始める。イワカガミのピンクの花が見られる。天狗の奥
庭一帯は、火山活動のなごりをとどめ、そこここに小さな池があり、水面にハイマツを映している。展望も素晴らしく、
諏訪盆地の広がりと背後にはアルプスの山々が望める。岩とハイマツとシャクナゲの道をペンキの印に従って登り詰め
ると岩峰の下で中山峠からの登路と合流し、東天狗岳の頂上に達する。下りは、中山峠への路をとると右に崖をみながら
の急下降となる。残念ながら夜半の天候不純で登頂を諦める。
中山峠からの下りは少しの間、相当の急下降。稲子岳の南壁が近づいたあたりから傾斜も緩くなり、本沢温泉から北上
してくる路と合流し、みどり池に着く。池畔のしらびそ小屋は栗鼠の餌付けをしている。後は、2038m から 1445m の稲
子湯まで緩やかな尾根路を下る。稲子湯には、乗合バスもきており、山小屋というより田舎の温泉宿の雰囲気。
連れ合いと朝日旅行会のバスツアに参加。昨晩少し雨がぱらつき心配したが、次第に回復して曇りから、中央高速をと
うっているうちに晴れてきた。
5:45
6:03
6:30
7:00

15:25
16:20

17:40

17:45

19:10

6:15

家を出る。歩いて、笹山団地へ。5:58 にバス停着。
予定よりひとつ早いばバスで出発。
横浜西口着
出発するが、まず横羽線が事故で渋滞。あきらめて浅田で産業道路に出て、大師で入り直す。それからも
大渋滞し、中央高速になかなかたどりつけず。中央高速もこれまた、盆なみの渋滞４０ｋｍとの事。結局、
当初の 11:55 到着に遅れる事、３時間半。
やっと、白駒入り口より出発。コースも多少短くなる高見石経由に変更。
高見石で、10 分休憩。リュックをおいて、連れ合いと石積みのほうに登る。時間を気にしてか、引率者が
紹介しなかったため、登ったのは我々のみ。紹介写真によく出る白駒池方面の展望、はるかむこうの中央
アルプスをあわただしく楽しむ。昨年の訪問時に比べ、登山客多し。
中山の肩。本当の山頂より数ｍ低いらしい。岩がしきつめられた感じの小さな広場。夕焼けにそまった
雲海をとうして、蔘科山からとうく中央アルプスの峰が広がる。ここで、懐中電灯を取り出すとともに、
冷えてきたのでヤッケを着る。
出発。17:55 ～ 18:00 中山山頂。木が茂っており、見晴らしは得られない。
そろそろ、暗くなりだし、懐中電灯が必要になる。岩場が所々にある坂道を下っていく。暫く下ると、遥か
左手前方の下界に町の灯が（清里か？）
。月の出が遅く、次第に本格的な暗闇になり、更にところどころの
岩場に加えて、北八ツ特有の水がたまった滑り易い道になる。途中、先頭グループと後続の２つに別れて
しまったようだ。我々は後続グループの中程にいたが、途中 先頭のおばあさんが、道を間違えて岩の間から、
窪みに落ちるといったハプニングも発生。
暫くして、黒百合ヒュッテの人が探しにきてくれ、ホッとする。やっと、中山峠にたどりつくが、我々２人
の懐中電灯が弱ってしまい、殆ど役に立たなくなる。前後の人の灯を頼りに歩く。中山峠からは、あまり
勾配は無いが、湿地帯に丸太を引いた滑り易い道を歩く。
黒百合ヒュッテ着。早速、電池がないかたずねる。在庫無しとの事で困惑する。
とりあえず、２階のあてがあわれた広間に荷物を置きに上がる。下の広間にえらい大勢がいたが、上にいって
更に驚く。スペース全部に小さい布団を隙間もなく並べてある。おまけに布団ひとつにまくらがふたつ！
えらいこっちゃとは思ったが、まあしかたないと、はしっこを確保し、下におりて食事（カラーライス）
。
明日、天狗岳を断念した人に懐中電灯を借用できないかお願いしてみたが、その人の電池もへばりかけて
おり、駄目。諦めて、２階にあがると、確保した布団の様子がおかしい。暗くてよくわからず、手探りする
と誰かの頭に触る。後から来た人たちが勝手に我々の荷物を放り出し寝てしまったらしい。話には聞いてい
たが、ひどいものだ。諦めて布団を探すが、余り空きがなく、誰かが予定していたかも知れないとは思った
が、エイヤッと確保してしまう。
狭い布団に２人のため、体を上に向けると、隣の小父さんとぶつかってしまう。横を向いて小さくなって
寝る。人いきれと下の炊事の熱気のためか、えらく暑い。とても眠れる状態ではないが、我々を追い出した
丁度俺と頭を突き合わせる奴（女？）が、寝付きがよく、盛大にいびきをかいてくれた。
３時になれば起きれると楽しみに我慢をしていたが、２時すぎ頃引率者より、雨のためご来光見物は中止と
のお達しがあり、がっくり。食事が５時という事で、我慢できなくなり、３時まえに起き出す。
始めは、月がおぼろにかすみ、雨が降ったりやんだりしていたが、４時頃には、晴れ渡り星が出てきた。
ぼちぼちと登山客も動きだし、１０人くらいが天狗岳に登っていった。東の空が明るくなりかけたところで、
ヒュッテ前の岩場に登れば日の出が見られそうだと、連れ合いを起こしにいったが、丁度 全員の起床と
ぶつかり諦める。
５時すぎに朝食をとり、出発の前に２人で岩場に登ってみる。西方面の雲海の中、遠くに槍が岳の頂上が
見える素晴らしい眺め。流石に太陽はもう顔を出してしまっていた。
出発。昨晩とうった道を中山峠に引き代えす。明るくなったところで、よく歩けたものだと感心する。
急坂を下り、みどり池にむかう。北八つの苔と森林に囲まれたかなりの急坂である。ただ、残念ながら

昨年に歩いたような幽幻な雰囲気がなかった。麦草に泊まって、あたりの散策を家族でやってみるか。
7:56 みどり池着。小さな池、その前にしらびそ小屋。ここで、コーヒを飲む。うまい！
8:30 出発。昨晩、落ちたおばあさんとならぶ。歩行ペースを落とす。
10:10 稲子湯着。温泉を楽しみ、早い昼食。
12:00 バス出発。清里経由、中央高速、第３京浜で帰着。
18:??～19:?? 竹山。

表題:仏果山～経ガ岳
.仏果山～経ガ岳
*[01* 日
付<]'89/09/30＠日付
*[02* 山
系<]丹沢＠山系
*[03* コ ー ス<]仏果山～経ガ岳
*[04 地図・案内<]二万五千地図：厚木、上溝

ｱﾙﾍﾟﾝｶﾞｲﾄﾞ丹沢（山と渓谷者）で十分

［コース］小田急本厚木＝（半原行）＝撚糸組合前－松葉沢沿い－仏果山－秋葉山－八州峰－半原越－経ガ岳
－半僧坊前＝本厚木＝町田
仏果山は 747ｍ、経ガ岳は 633ｍと低山の尾根を歩くハイキングコース。標高はそれ程でないが、仏果山には鉄製の
展望台があり、丹沢山系から関東平野に広がる 360 度のパノラマが得られる。経ガ岳も丹沢方面の展望良好。また、コー
スは関東ふれあいの道に指定されおり、丹沢にしては大山、表尾根の超例外を除き訪れる人が多い様である。
曇りで涼しい。北八つの後、少し仕事がハードで疲れがあったが、でかける。
8:38 竹山発
8:47 鴨居発
9:34 本厚木 半原行きバス停着。

土曜
休日
9:05 15 40 55
9:05 15 25 40 45 55
10:25 撚糸組合着 松葉沢沿いにゆっくりとした登り。途中に昔の小学校校舎のような小さい工場が数軒。
江戸時代から産業で絹縫糸では全国の８割を占めるとの事。
10:30 出発
同行者は、まったくいなかった。
11:50 仏果山頂上 広くて見晴らしも良好。展望台があって、３６０度の眺望が得られる。南西側は丹沢山系、
北東側は関東平野。
中年小父さん・小母さんの集団がいて、賑やか。老婦人と娘の２人づれーなかなかいいもんだ。
12:20 下山
13:37 半原越
経ガ岳入り口で休憩。ここにきて、疲れがどっと出る。といって、ここからだと経ガ岳を越え
ないと帰れない。
13:45 出発
むちうって、出かける。汗が、なんとなく冷や汗のかんじになり、苦痛。
14:10 経ガ岳山頂 丹沢山系の見晴らしよし。先ほどの老婦人と娘さんのつれに会う。
14:25 下山
15:14 堰堤
途中、まったく人気無し。シダの生えた森の中を谷間に下りていくかんじ。森の中にポッカリ
とあいた空間といった感じで、気に入っていた堰堤でも休む気力無く、バス停へ急ぐ。
15:32 半僧坊バス停
平日
休日
15:36 56
26 36 51
16:11 21 36
01 21 36 46
バスの中で、ぐっすりと寝込んでしまった。おかげで、疲れがだいぶとれた。
17:00 鴨居着

表題:二の塔～三の塔～塔の岳
.二の塔～三の塔～塔の岳
*[01* 日
付<]'89/10/08＠日付
*[02* 山
系<]丹沢＠山系
*[03* コ ー ス<]二の塔～三の塔～塔の岳
*[04 地図・案内<]２万五千地図 秦野、大山

アルペンガイド 丹沢

［コース］小田急秦野＝ヤビツ峠－富士見山荘－二の塔－三の塔－烏尾山－行者岳－新大日－塔の岳－丹沢山
－塔の岳（１日目）
塔の岳－小丸－二股根－大倉＝小田急渋沢
塔の岳から東南にのびる尾根－丹沢表尾根の丹沢の代表するコース。道は明瞭で、一部ザレ道とか鎖場もあるが、コ

ースを悩む必要もなく歩き易い。塔の岳だけだと日帰りコースだが、歩行距離は相当あり、健脚向きといえる。以前に楽
な筈のヤビツ峠側から歩いたが、快調であったのは塔の岳まで、大倉尾根の下りで膝の痛みが出始め、ついには足が鉛の
ようになった経験あり。今回は、塔の岳泊まりとし、余裕を丹沢山訪問と展望に恵まれ、野生の鹿も出るという山頂での
くつろぎに当てる。
曇天。天気予報は晴ときどき曇り、降水確率１０％との事。一応雨具、防寒の用意はしたが、ＯＫらしいと安心して出
かけたが、どっこいすごい雨になる。天候不順のため、丹沢山中止
竹山発
鴨居発
町田ホーム
46 町田発
秦野バス停
50 バス発
9:25 ヤビツ着
臨時便が出たが満員。大山と三の塔方面で半々くらいか？
ヤビツ出発。 ２の塔の半分くらい上の方はガスっていた。
２の塔
これまでに比べて結構の人出だ。初めての人もだいぶいて、３の塔までで引き返すようだ。
１０分休憩。
11:12 ３の塔
相当のガスだ。この時は、まだこれから晴れるのかなといったかんじ。引き返した人もいるが、
それでも歩きにくい所ではちょっとした集団になる程度に人が多かった。３分滞在で、すぐ出発
11:40 烏尾山
ついに、降ってきだした。天気予報はなんだったんだと思うほどの本ぶり。どうしようかと
悩みながら本格装備に切り替える。雨の中、なかなかやり難く１５分もかかった。
ここで引き返した人が多かったが、途中のガレ場と蓑毛までの距離を考えると（約４時間か？）
、泊まり予定なら行ってしまったほうが楽と判断し、決行。12:00。
12:20 行者岳
12:40 大日山
途中、塔の岳からの人にぼちぼちと会う。軽装できて困っていた夫婦に烏尾までの時間を
きかれる。山頂をすぎた大日山荘で弁当。コーヒ３００円。雨のためたくさんの人が休憩。
小学生の子供を連れた夫婦もいて、これが２回目だとか。１回きたら病みつきになったらしい。
しかし、この雨の中、塔の岳へ行くらしい。
13:05 出発
少し、雨がおさまったてきた。
13:30 木の又小屋
きれいな小屋。２食で３５００円。0463(88)1483 。但し、周りは木が茂っており、
見晴らしはなし。雨は横なぐりになってきた。ここらから、大倉尾根と同様の雨でぐちゃ
ぐちゃになる道。どろだらけになる。
14:00 塔の岳
ほっとして、装備をはずす。どろだらけで、かたづけに２０分もかかった。とても丹沢山は
無理で、ビールとコーヒをのんびりと味わう。休憩客は大勢いたが、泊まりは少なく１０名。
ふとんのある２階はがらがら。ふとんをぎっしりと敷き詰めた状態で２０名１部屋くらいか。
真ん中に廊下があって、両側に簡易間じ切りの部屋が並ぶ。片側は２階だて（２段？）。同
室者は３名でゆったり。
15:00
雨が上がり、眼下に山並が広がる。谷間のそこここを埋めるに真っ白なガスが目に新鮮に
うつる。東方から南にかけて町並みが見えだした。富士山も裾野が見え出す。
宿泊者－夫婦２組、女性単独らしい人、中高年の単独者数人の他に丹沢の主のような
ベテラン２人がいた。ごつい３脚をもった人たちは、富士山を写すべく用意を始める。
寒かったが、気持ちよく夕暮れの山頂を楽しんでいると、鹿の夫婦が出てきた。
５時頃になると日没前の日の光が射してきはじめ、東の斜面を流れるガスにブロッケンが
おきた！！ 霧の中に並んで立っていた数人の投影像が浮かび上がる。１人残って見とれてい
ると、少し像が拡大したと思ったら周りに薄いが光輪ができた！！
18:00 食事
カレー。消灯の８時まで、同室の中年３人が下の土間に下りて、丹沢の主のような人（しょ
っている竹篭にマッシュルームハンターと書いてあった。
）とその仲間の丹沢溺愛者（こちらは
５０後半か）からいろいろと話を聞いた。写真からきのこのデータどり、自然観察まで流石
にその道のベテラン、世の中には隠れた賢者がいるもんだ。
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
5:00 起床
すぐ外へ出る。日の出前だが、もうあたりは明るくなりかけているが、散乱光がなくはるか
筑波山まで広がる関東平野、東京湾をはさみ千葉の海岸までくっきりと見える。南には
江ノ島はもちろん大島から伊豆の方面が望め、西には富士山が墨絵のように浮かび上り、
その横に三ツ峠山をはさんで雪を被った南アルプスの山並が広がる。眼下の町の灯の中には、
池袋から新宿の高層ビルあるいは横浜のベイブリッジのシルエットが鮮明に見られる。
日の出は、５：４５。日の出とともに富士山頂の雪が赤く染まり始める。
6:10 朝食
6:45 出発
みなさんは、丹沢山方面へ。１人さびしく大倉尾根を下り始める。どうも俗人、仕事が気に
なるのと若干足に心配があるため、諦めた。途中、鹿の親子に出会い頭で遭遇。小鹿がいる
ためか、むこうも諦め、こちらを気にしながら食事を始めた。
手をふってわかれる。それにしても道は粘土をこねまわしたようになっており、滑り易い。
7:13
24
42
8:25
9:40
10:50

7:30 花立山荘
8:24
8:54
9:30
10:20
10:27
10:45

堀山の家
駒止め茶屋
見晴らし茶屋
バス停
バス発
渋沢駅

ものすごい勢いで土が流されていっているようだ。人が歩いて、その後を水が土を押し流す
というパターンで荒れてしまい木も草も育たないようだ。
２０００年もすると山がなくなるんじゃないか？
途中、鍋割りへの分岐があるが、以前に日帰りで大倉尾根をメロメロになって、何も覚えて
いないため一度は経験しておこうと、そのままとうりすぎる。
ベンチで休憩。二股への分岐あり。
9:35 バス停への２分するところにあるベンチ。

表題:三ツ峠
.三ツ峠
*[01* 日
付<]'89/10/21＠日付
*[02* 山
系<]富士山＠山系
*[03* コ ー ス<]三ツ峠
*[04 地図・案内<]２万五千地図 河口湖東部

アルペンガイド東京周辺ワンデイハイク

［コース］ＪＲ大月＝富士急行三ツ峠－達磨石－八十八大師－三ツ峠山－木無山－天上富士見台駅－河口湖駅＝大月
交通の便も良く、登山道も整備され（すぎ？）、目の前にせまる富士山から遠く八ガ岳、南アルプスまで広がる眺望
に加えて、ロッククライ ミングの練習に使われる屏風岩に代表される高山的な岩峰と人気の高いコースである。ただ、
少し整備されすぎているきらいもあり、登山カード提出を必要とするし、結構きついコースであるが、なんとなく高尾の
大型版のような印象もあり。山馴れた人は手前の道志方面に行っているようだ。いくつかのコースがあるようだが、三ツ
峠駅からは約１時間の簡易舗装された林道を歩いて、やっと山道に入れる。２時間半のかなり急勾配の山道をとうってや
っと山頂。途中、ロッククライミングの練習をしている屏風岩の手前に左に富士山、正面に双子のそそりたつ岩壁をもつ
山頂という豪快な眺めあり。山頂まぎわの鞍部にある山小屋をとうりすぎて約１０分で山頂。３６０度のパノラマが得ら
れる。ＮＨＫの中継所が無粋。山小屋まで戻り、なだらかな尾根をたどると草原状の木無山。お花畑の標識があり、夏に
はいいらしい。ここからロープウエまではなだらかな、えらく長い尾根歩きとなる。
天気予報とは異なり起床時は曇り。
6:15
6:26
7:04
7:52
8:08
8:50
9:22
9:55
10:12
11:20
11:37

12:23
12:30
13:28
14:54
15:28
15:45

16:20
18:16

竹山発
鴨居発
八王子発甲府行き
鴨居、八王子と接続快調。八王子は快晴。
大月着
また曇ってきて、少し寒い感じ。
大月発
8:40 三ツ峠着 曇ってしまい、少し寒い。ここまで１９１０円。
出発
駅前を左に行く。道標は完備しており、迷うしんぱいなし。
三ツ峠遊園 池、小屋あり。水補給可能。トイレもあり。
林道分岐
ここまでは、簡易舗装の林道歩き。ここから右に登山道が分岐。達磨石があるはずだが、見つからず。
ベンチ
５分休憩。ところどころにベンチあり。少し雲があるがまあ晴天。但し、途中で見える富士山は
うすいベールを被ったかんじ。
ベンチ
５分休憩。
八十八大師 斜面に小さな石仏が草にかくれるように置かれている。実際は８１体との事。
とうりすぎてすぐの、左ががけになっているところからの眺めが素晴らしい。左に富士山。
正面に三ツ峠の双子になった山頂。ここらあたりから紅葉し始め、山頂は岩と赤く燃える紅葉。
山荘。
７０くらいの老夫婦がやっている。前をとうりすぎ、約１０分で山頂。
山頂。
12:55 下山。
木無山
14:15 ５分休憩
14:40 鉄塔
５分休憩
歩きでの割には、高度が下がらない。３時をすぎると寒くなってきた。
林道を横切る 膝が痛くなってきた。
やっとロープウエの駅
案内版のわりには人気もなく、音も聞こえず、小高い山を２～３個まわりこむかんじで歩く。
いやー長い感じがした。
河口湖駅着
16:39 富士急発
17:30 大月着
17:34 大月発
八王子着
18:23 八王子発
17:00 鴨居着
ここまで約２４００円。

表題:金時山
.金時山
*[01* 日
付<]'89/10/29＠日付
*[02* 山
系<]箱根＠山系
*[03* コ ー ス<]金時山
*[04 地図・案内<]２万５千地図：関本

るるぶ関東周辺ハイキングガイド

［コース］小田急小田原*(湖尻行)*仙石－矢倉沢峠分岐－金時山－足柄峠コース合流地点－夕日の滝－地蔵堂*新松田
箱根外輪山の最高峰（１２１２ｍ）で、山頂下４～５００ｍあたりから急勾配に飛び出しており、ひときわ目だつ山で
ある。この山容から以前は猪鼻ガ嶽と呼ばれていた。登山コースはいくつかあり、箱根側から３コース、関本側から４コ
ースある。矢倉沢峠方面を除きどのコースも急勾配で大石の中を鎖を頼りに登っていく。関本方面から登り足柄コースと
の合流点は富士山の眺望が素晴らしい。山頂は、岩がゴツゴツ露出しており、案外と狭いが、２軒の茶屋がある。足柄方
面の茶屋が金時茶屋として有名。頂上は遮るものがなく見晴らし良好。富士山が前面に開け裾野全域を見渡せるかんじで
ある。左方面には芦ノ湖。但し、外輪山を見渡す雄大さは明神ガ岳のほうが優る？
昨晩の台風の影響の雨も上がり、快晴。連れ合いと紅葉見物の予定であったが、まだ少し早かったようだ。１０００ｍ
くらいでやっと色づき始めたかんじ。
7:00
7:15
7:36
8:31
8:35
9:30
9:40
10:13
10:44
11:15
12:00
12:31
13:36
13:40
14:05
14:12

竹山発
鴨居発
町田発
小田原着
湖尻逝きバス発車
仙石着
登山開始
矢倉沢峠
金時神社からの合流
山頂
下山
足柄峠合流
キャンプ場入り口
夕日の滝
地蔵堂バス停着
バス発
15:02

仙石原の手前。高度約６００ｍ。
８７４ｍ。けっこう背の高いかやとの中を一本調子に登る。
１０１０ｍ。ここらあたりから更に急勾配の道となる。
澄み渡った空と目の前に広がる富士山の素晴らしい眺め。
鎖場、はしごと結構歩きにくい。

４７０ｍ。
新松田発

16:03 ＪＲ町田着

表題:二の塔～三の塔～烏尾山
.二の塔～三の塔～烏尾山
*[01* 日
付<]'89/11/04＠日付
*[02* 山
系<]丹沢＠山系
*[03* コ ー ス<]二の塔～三の塔～烏尾山
*[04 地図・案内<]２万五千地図 秦野、大山

アルペンガイド 丹沢

［コース］小田急秦野＝ヤビツ峠－富士見山荘－二の塔－三の塔－烏尾山－烏尾尾根－大倉＝小田急渋沢
塔の岳から東南にのびる尾根（丹沢表尾根）を歩く丹沢の代表的なコース。尾根道には木が少ないため見とうしの良
い場所が多く、相模湾，箱根の外輪山の眺望が得られる。また、２の塔から烏尾あたりでは富士山が大きく広がる。一部
ザレ道とか鎖場もあるが、道は明瞭でコースに悩む必要もなく歩き易い。ヤビツ峠側からのコースは高度約７６０ｍが起
点となり、逆コースよりだいぶ楽である。
薄曇り、烏尾尾根の調査を目的とする。
7:05
7:21
7:46
8:27
8:33
9:22
9:30

竹山
鴨居発
町田発
秦野着
臨時バス出発
ヤビツ峠着
出発

ヤビツ峠行きの定期バスは 8:50 頃。少し早めについたが、臨時便に間に合った。
ラッシュ並みの混雑と渋滞で通常より時間がかかった。
７００ｍくらいのところでは、まだ紅葉も５割か。
曇ってはいるが、雲が高く２の塔の稜線がくっきりと見える。このところのガスに埋もれて

10:40 ２の塔
５分休憩
10:53 ３の塔
５分休憩
11:30 烏尾山
12:00 下山

12:42 ５分休憩
13:20 林道

14:00
14:20
14:32
14:35

何も見えない状態とは違っている、今回は雨も大丈夫そうだ。
箱根の外輪山までの山並の間，秦野市には２００ｍくらいまで薄いガスがかかっているが、
上空の雲が高いところにあるため、裾野までひろがった富士山がくっきりと見える。
塔の岳までの尾根道と途中の山小屋が明瞭に見える。何回か来て、初めての経験。
３の塔からガレの急斜面を２００ｍくらい下がるが、富士山とその向こうの南アルプス，
大山等の見晴らしを楽しみながら食事。
道があるのは最初のとっつきのみ。すぐ崖もどき、もしくは雨水の流れ道を歩く事になる。
この間２０分ほど、結構きつい。
次の２０分は杉の植林の間を歩く事になる。ここは歩き易い。
ここからは、植林と雑木の中。８００ｍくらいの高度だが、紅葉はまだしていない。
しばらくすると小石がごろごろとしたガレ道が２０分ほど続いて林道に出る。
新茅荘。宿泊も可。林道を左にとれば大倉方面。右に行くと木の又大日方面へ登る事になる。
花立と木の又大日が大きく広がっている。

１０分休憩
竜神の水
丹沢名水のひとつ。
戸沢・大倉分岐 Ｕターンのかんじで河原のほうに下り、キャンプ場のある川をわたる。
大倉バス停
バス発
14:55 渋沢着
15:50 ＪＲ町田着
16:15 鴨居着

表題:鍋割山
.鍋割山
*[01* 日
付<]'89/11/11＠日付
*[02* 山
系<]丹沢＠山系
*[03* コ ー ス<]鍋割山
*[04 地図・案内<]２万五千地図 秦野、大山

アルペンガイド 東京周辺ワンデイ・ハイク

［コース］小田急渋沢＝大倉－西山林道－表丹沢県民の森－二股－後沢乗越－鍋割山－小丸－大丸－金冷やし
－大倉尾根－大倉＝小田急渋沢
塔の岳直下の金冷シの頭から西の延びる尾根を鍋割山稜といって、大丸，小丸をへて代表的なピークの鍋割山約１２
７０ｍにいたる。大倉尾根から入るコースと後沢乗越より北上するコースがある。後者は、登山者の多い大倉尾根に比べ
て静かである。途中、県民の森，登山訓練所をへて二股より沢を横切って植林の中を後沢乗越にいたる。ここからカヤト
の中の登りとなる。ゆるやかなピークを二つ越すと山頂。山頂には鍋割山荘があり、宿泊も可。塔の岳にいたる鍋割山稜
はぶな林の中の気持ちの良い尾根道。
晴のち曇り。
7:10
7:22
8:30
9:04
9:10
9:25
10:00
10:15
10:20
10:50
11:10
11:30
12:10
12:45
13:20
13:50
14:00

竹山
鴨居発
7:43 小田急町田着
7:46 町田発
渋沢着
8:48 大倉バス発（バス便少ない、これがベスト？）
大倉着
約３００ｍ
出発
西山林道
県民の森 道左側の沢をはさんで向こうの山腹は、６００ｍくらいから紅葉している。
登山訓練所前の沢（約５００ｍ）にて５分休憩
林道をもう少しいくと終点。沢を左にわたり直進すると再び林道。この林道を道なりに進むと小丸への登山道
分岐にいたる。これを見送り、差らに直進すると沢にぶつかる。沢を渡ると林道が続いており、
そのまま終点まで（長尾国有林の標識）進む。またまた沢を渡るとすぐはしごがある。はしごを登り、
そのまま水の流れ道を約１０ｍ直登すると右に登山道（標識あり）。
後沢乗越 約８４０ｍ。５分休憩
やっと平坦な尾根道かと思ったら、結局またまた登り。２０人くらいの外人さんの集団と後先になりながら
登る。２言３言、言葉をかわす。
山頂。高度計は１３００ｍ表示。曇ってきて、寒い！！
出発
完全に落葉した林の中を歩く。
小丸分岐
13:35 大丸 １３００ｍくらいある。
金冷やしの頭 １３９０ｍ。５分休憩。
花立
１３９０ｍ

14:45 堀山の家
９７５ｍ。５分休憩
15:10 駒止め茶屋
15:40 いつものベンチ 途中の見晴らし小屋に小さい子供連れの家族。ここで泊まるらしく、布団がしかれ、
自炊の用意をしていた。
いつもとちがうコース：高原の家のほうへ行く。丹沢の名水あり。
16:30 大倉着
16:55 渋沢着
18:00 鴨居着

表題:大山～広沢寺温泉
.大山～広沢寺温泉
*[01* 日
付<]'89/11/19＠日付
*[02* 山
系<]丹沢＠山系
*[03* コ ー ス<]大山～広沢寺温泉
*[04 地図・案内<]
［コース］ 小田急伊勢原＝大山ケーブル－女坂－阿夫利神社下社－大山頂上－雷の峰分岐－唐沢峠－不動尻
－広沢寺温泉入り口＝小田急本厚木
約 1200 年前、良弁大僧正によって開山。別名 阿夫利山または雨降山。標高 1252ｍ，表登山道のケーブルを利用すれ
ば、標高差 約 500ｍの登り。
高尾の様に公園化していないが、指導標もしっかりしており、道もまあまあ整備されている。表登山道、ヤビツ峠、日
向薬師、広沢寺とコースがある。交通の便が良い表コースは、信仰登山のお年寄りから家族ハイクの幼児づれまで、天候，
季節によらず結構の人出。
快晴。
8:15
8:45
9:45
10:35
10:50

竹山
小田急町田
8:46 発
大山ケーブルバス停
下社着
出発

11:57 山頂

12:30 出発

14:06 不動尻

14:15
15:25
15:29
16:07

ものすごい人出、ケーブルを諦めて、歩く事にする。
菊の展示をしていた。
流石に、少しだが、人が減る。
途中、富士見で富士山から三の塔方面まで展望が得られる。
いや、すごい人だ。本社も開いていて、おふだから登頂証明とかいう木札を売って
いた。本社の北側の穴場へ行こうとしたが、工事中で全ての道をふさがれる。
あきらめて、見晴らし台方面へ少し下った広場で弁当。
１０℃くらいだが風があって寒い。
途中の見晴らし台と不動尻への分岐で、いつものとうり道に悩む人が結構いる。
危ないもんだ。
ハムのうるさいおにいちゃん３人連れ、先生かお医者の２人連れと一緒になる。
先生の１人は、話好きで、なんでも思うところあって、お払いにきたそうだ。
温泉を誘われ、魅力をかんじたが、なにぶん明日は会社、あきらめる。
しかし、それにしてもこの道の笹はすごい、まるで笹の中を泳いでいるようだ。
木の枝とか電線？とかから、蜘蛛の糸のようなものを出して空を飛ぶ虫？種？を
見つける。日光にキラキラと光ってきれい。
・・・名前を忘れたがめずらしいものを見た。

出発
バス停
バス発
本厚木

表題:二の塔～三の塔～塔の岳～丹沢山～蛭が岳～西野々
.二の塔～三の塔～塔の岳～丹沢山～蛭が岳～西野々
*[01* 日
付<]'89/11/24＠日付
*[02* 山
系<]丹沢＠山系
*[03* コ ー ス<]二の塔～三の塔～塔の岳～丹沢山～蛭が岳～西野々
*[04 地図・案内<]

［コース］小田急秦野＝ヤビツ峠－富士見山荘－二の塔－三の塔－烏尾山－行者岳－新大日－塔の岳－丹沢山（１日目）
丹沢山－蛭が岳－姫次－黍殻山－焼山－西野々＝三カ木＝橋本
ヤビツ峠から塔の岳にかけて北西にのびる丹沢を代表する表尾根コースを経て、蛭が岳から北に延び道志に連なる丹
沢主脈コース。道は明瞭で、一部ザレ道とか鎖場、岩場もあるが、コースに悩む必要もなく歩き易い。結構歩き出があり、
健脚向きであるが、さすがに奥深くに入ったかんじで静かな気持ちの良い山歩きを楽しめる。
快晴、途中から曇り。
7:05
7:27
8:25
9:33
9:45
10:00

竹山
ＪＲ町田
秦野着
ヤビツ着
出発
富士見山荘

10:59 ２の塔
11:20 ３の塔

7:46 町田発
8:55 バス発
１１月でヤビツ行きは終了。
７５０ｍ，１５℃
下の方はもやっていて、見とうし悪い。登り出すと、結構暑くなる。ウールのシャツを脱いで、
ＩＢＳで購入した防寒用の下着だけになると快適。一見Ｔシャツのようでもあるし、なんといっ
ても汗を吸ってぐっしょりならないところが良い。
曇ってきた。下はあいかわらず、もやっているし、もちろん富士山の影も無し。１１５５ｍ．
１２２５ｍ。丹沢山で歩く長丁場のため休まず、スキップする。ヤビツからずっとどこかの大学の
ワンゲルと一緒になる。
富士山が見えるといいんだが、塔の岳、丹沢山あたりは一応Ｏｋなのでよしとするか。
１１４５ｍ．１８℃。学生さんに先に行ってもらう。

烏尾山
出発。
行者岳
12:40 カイサク茶屋（新大日）
新大日茶屋 食事。１３５０ｍ。２０℃もあるが、風が出てきた少し寒い。ウールのシャツをきる。行者岳で
おいこした学生さん現れず。
13:20 出発
13:53 塔の岳
学生さんと一緒になる。尊仏山荘でコーヒ。やはり、今日蛭ガ岳まで行くのはやめた方がいい
とのこと。
14:18 出発
15:15 丹沢山
１等３角点のやぐらがまず目に入る。近くまで行くと少し窪んだ所にこじんまりとした
みやま山荘がある。塔の岳とか蛭が岳に囲まれているうえに木があるため、見晴らしはさほど
良くない。富士山はまあまあみえそうではある。日の出は、ちょっと無理だろう。１５７０ｍ。
16:00
もやがとれ始め、木の間から相模方面が少し見える。富士山のシルエットの左側に太陽が
しずみ始める。なかなか結構な風景。
17:00
食事。やっぱりカレー。おかわりする。小屋の主は、なかなか陽気な小父さんである。
今日の仲間は、ワンゲルの学生さん（２階？天井裏？がふたつあり、学生さんと一般は別れる。
一般は、４７才？の一人歩きの小母さんとあと６人のおっさん連中。
18:00 頃
ときどき外に出てみたが、別に鹿もこないし、下界が見えないので特に面白くもなく、早々と
布団にはいる。学生が賑やかでねつかれず。よく寝ていた小父さんがいたが・・・
5:00
折角の山小屋泊り、朝の空が白み出す前から外へ出たいとうずうずするが、誰も起き出さない
ので、がまん。
5:30 起床
早速、外へ出る。もう少し明るい。もっとも全天、雲でがっかり。もちろん、富士山なぞはシル
エットも見えず。
6:00 食事
炊き込みご飯と味噌汁。
6:30 出発。
学生さん、小母さんは先に出る。１５６５ｍだから高度計は、変化無し。
7:15 不動の峰
１６１０ｍ。６℃、風が少しある。下草におおわれ、周りは雑木で緩やかな尾根。まるで公園
みたいだ。途中に休憩所があり、キャンプしている人たちがいた。水場も近いようだ。
7:25 棚沢の頭
7:40 鬼が岩
１５９５ｍ。両側に切れ込んだ岩場。鎖も用意されていない程度の岩場だが、風が直接吹き付ける
冬場はきつそう。
8:05 蛭が岳
１６７０ｍ。５℃。学生さん、小母さんだけであまりひとけなし。曇りのうえガスまで少し出て
きたため、展望無し。大きな野生の鹿が１頭いて、学生が遊んでいた。
8:15 出発。
大倉尾根のような、土の流された道を下る。
9:15 地蔵平
１３８０ｍ。途中で、学生が追い越していったし、小母さんはこちらに下りたはずだが、まったく
人の気配無し。道は要所要所に道標がありわかりやすい。
9:26 原小屋跡
水場あり。
9:35 出発
9:52 姫次分岐
１４２０ｍ。ベンチあり。西丹沢方面の展望よし。丹沢山、三ツ峰、蛭が岳、桧ぼらが一望。
11:47
11:57
12:15
12:52

ここから、東海道自然歩道。下ると少しずつ植林が混じってくるが、雑木に囲まれた気持ち
の良い道。
出発
八丁分岐
１３５０ｍ。１５℃。少し、晴れてきた。
左、青根方面の分岐。まだ１２１０ｍもある。５分休憩。
避難小屋
ばっちりとした小屋で遊べる広場もあるようだ。ここらからだいぶ疲れてきた。
大平分岐
ここにも水場の案内があった。
11:05 平丸分岐
11:20 鳥屋分岐
焼山分岐
やっと！！！疲れた。山頂とバイパスのＹ字路。とても山頂へいく元気なし。
休憩がてら早めの昼飯、カロリーメイトだが・・・
12:35 ６０５ｍで休憩。
膝にはこないかわりに、左の首筋が痛み始める。もちろん全体に疲れたというかんじあり。
バスの時間を見ると 13:48 を逃すと 14 時台にはなし。おおあわてで、下り始める。そのくらいの
体力はあったか！！
13:15 西野々
谷川をわたって、ほんの少し登ると林道。谷川から１５分くらいでつく。
ここで、やっと先にいっていた小母さんに追いつく。
食堂みたいなものはなく、田舎の万屋みたいなのが一軒。パンも売れてしまったという事。
バスをまちながら、小母さん、塔の岳から駆け下りてきた小父さんとだべり。
15:02 橋本着
15:06 橋本発
15:30 鴨居
10:00
10:16
10:32
10:39
10:47
11:20

表題:大山三峰
.大山三峰
*[01* 日
付<]'89/12/09＠日付
*[02* 山
系<]丹沢＠山系
*[03* コ ー ス<]大山三峰
*[04 地図・案内<]
［コース］小田急本厚木＝煤ガ谷（宮ガ瀬行き）－湯出川橋－物見峠分岐－山の神－北峰－三峰－不動尻
－広沢寺温泉入り口＝本厚木
大山から北方に伸びる尾根筋に連なる４～５個のピークからなる。起伏も結構あり、一部ザレたところとか鎖場,はし
ごもあり変化に富んでいる。８９年の夏には滑落死亡事故があり、急峻であり経験者向きの山である旨の立て看が随所に
出ている。しかし、ハイキングガイドに出ている事もあって、毎回１，２人のあまり装備のできていない人が混じってく
る。
なお、交通の便も結構良いほうだが、訪れる人はあまり多くなく、静かである。登り口のあたりには野生の猿もいる
ようだ。狩猟期には猪のハンターもいる。
朝方は周辺に雲があったが、次第に晴れてくる
7:40
7:51
8:33
8:40
9:25

竹山
鴨居発
本厚木着
宮が瀬行き発
出発

10:20 物見峠分岐

11:25 例のガレ斜面

11:35 弁当岩
11:55 山頂

数人のハイカーがいた。若い集団（学生？）は、宮が瀬－丹沢三峰－大倉コースに行くようだ。
同じバスで、他に３人下車。ひとりはピッケルを持っていたが、後で一緒になったその時の
ひとりにきくと公園保護とか管理とかの人で、丹沢のほとんどの沢を歩いているそうだ。
ここの沢登りは良く知られているコースに比べ、きついそうで、尾根から落ちるとまず上がれ
ないそうだ。もうひとりの人は、やはり後できくところによると、どこかから２０ｋｍ
を走ってきたそうで、物見峠方面へいったそうだ。いずれも６０とか７０とかの人たちで、
全く恐れ入る。
休憩していると、後から同年代の男の人がきた。仏果山にいくつもりであったが、面白そう
名ので下車してしまったとのこと。看板を見て、自分でもいけそうかと聞かれたが、運動靴
とショルダーバッグの計装備。なんとも困ったが、天気も良いし、気をつければおとしより
もきているから大丈夫でしょうと答えたものの不安になる。
道のわかりにくいところなので、初めての小父さんがくるのを待つ。しかし、ここの斜面は
更に登り難くなっている。小父さんは、だいぶ苦労していたが、そばにいてもしかたない
ので先にいく。
同じバスで下車した人がいた。１年に２０回山に来る予定を立て、今日が２０回目との事。
多分、同年代で、３０前まで山岳部程の本格派ではないが山登りをしていたそうだ。

12:30 下山
13:55 谷川で休憩
13:51 不動尻
15:05 バス停
15:25 バス発

結構、話がはずむ。味噌汁までご馳走になった。しばらくすると、
軽装備の小父さんも到着。しばらく、雑談。お礼にとジュースをくれたが、他に水気を持っ
ていないようなので返却する。
塔の岳－丹沢山－蛭が岳－丹沢三峰がよく見え、山名を教える。
先に出発させてもらった。
山頂で別れたひとりがとうりすぎる。はじめての小父さんは、まだ上の方だとの事。
気にはなったが、待ってもきそうもないし、滑落しても怪我程度ですむ筈だと先に進む。
休まずに、先にいったみたいで誰もいない。後の小父さんもきそうもないのですぐ出発。
やっと、追いついた。足の毛が引っ張られ、やけに痛いため、少し遅れた事もあるが、
初心小父さんも到着。
初心小父さんは、相鉄。もうひとりは新百合ガ丘。町田まで雑談。楽しかった。

表題:大山－日向薬師
.大山－日向薬師
*[01* 日
付<]'90/01/02＠日付
*[02* 山
系<]丹沢＠山系
*[03* コ ー ス<]大山－日向薬師
*[04 地図・案内<]２万５千地図：大山、伊勢原
［コース］ 小田急伊勢原＝大山ケーブル＝阿夫利神社下社－ヤビツ峠分岐－大山頂上－見晴らし台－伊勢原青年の家
－日向薬師＝小田急伊勢原＝町田
約 1200 年前、良弁大僧正によって開山。別名 阿夫利山または雨降山。標高 1252ｍ，表登山道のケーブルを利用すれ
ば、標高差 約 500ｍの登り。
高尾の様に公園化していないが、指導標もしっかりしており、道もまあまあ整備されている。表登山道、ヤビツ峠、日
向薬師、広沢寺とコースがある。交通の便が良い表コースは、信仰登山のお年寄りから家族ハイクの幼児づれまで、天候，
季節によらず結構の人出。
晴れ。家族全員ででかける。
7:33
7:45
8:06
9:20

9:40
10:10
10:35
11:30
12:15
13:25
13:40
14:25
15:00
15:05
15:30
17:00

竹山
鴨居発
町田発
ケーブル着

結構の人出でバス満員。道路は休日で空いていてまあ早くついたが、やはりケーブル駅近く
で参拝の乗用車で混み出す。
ケーブルもだいぶならんでいたが、６から７分間隔の運転で、思ったよりはやく乗れた。
ケーブル乗車 下社参拝。お札受け、次女のアチーブの護摩をたく。
登山開始
第１茶屋
少し休む。長女の足は結構早い。次女も元気なもの。連れ合いは風邪で調子が出ないようだ。
頂上
途中、陰では雪が残っていた。頂上は、溶けてどろどろ。裏側は工事中で入れないし、人出の
わりに場所が狭くて座るのに苦労する。
下山
見晴らし台
下山
青年の家
家族の足に合わせて、少し早く下りたため、膝の持病が出る。
日向薬師バス停
バス発
伊勢原駅
帰宅
長女は、町田で買い物。少し遅れて帰ってくる。

表題:駒ヶ岳－神山－大涌谷
.駒ヶ岳－神山－大涌谷
*[01* 日
付<]'90/01/06＠日付
*[02* 山
系<]箱根＠山系
*[03* コ ー ス<]駒ヶ岳－神山－大涌谷
*[04 地図・案内<]２万５千地図 箱根

アルペンガイド 東京周辺の山

［コース］小田原＝駒ヶ岳ケーブル登山口－神山－冠ガ岳－大涌谷＝箱根湯本
駒ヶ岳、神山は箱根火山のほぼ中央部に位置する。駒ヶ岳は標高１３２７ｍの溶岩円頂丘で、広い山頂にレストハウ
ス，スケート場，スキー場の施設がある。最高位置には箱根神社元宮があり、草原状の山頂からは富士山、箱根の山々か
ら伊豆，丹沢に広がる展望が得られる。一度、９０ｍ程下りた鞍部を登り返すと箱根最高峰１４３８ｍの神山。一等三角
点がおかれているが、樹林のため展望は得られない。神山から少し下った分岐を左にとると冠ガ岳。明神が岳から見ると
烏帽子状に見える山。標高１４００ｍくらいで、木の間から富士山、箱根の眺望が得られる。もとの分岐に戻り、下り続
けると大涌谷。
晴。寒冷前線の通過にともない曇るとかの予報であったが、おおむね良好。しかし、すごい風！！！
7:45
7:56
8:16
9:26
9:35
10:35
10:45
10:55

12:55

12:46
13:00
13:13
14:00
14:40
15:30
15:58
18:00

竹山
鴨居
町田行きに乗る。
町田着 8:18 町田発
小田原バスターミナル ５番、伊豆箱根鉄道バス
バス発
次は、10:35
ケーブル駅着
標高１１００ｍ
ケーブル発
出発
先日の雪が残っているた。レストハウスで身支度後、スキー場の横をとうって元宮へ。
ものすごい風でまっすぐ歩くのが困難。なんとか、元宮まで行き建物の陰に入り、杖を出す。
多少恐怖をおぼえるが、エイヤッと飛び出す。しかし、時々耐風姿勢で立ちどまらずを得ず、
どうしようかと焦っているうちに、反対方向から小父さん３人連れがくる。ならば、俺もと
決心する。小父さん達がアイゼンを装着していたので、岩陰にてつける。前もってれ練習
しておいて良かった。
神山
通常１時間の筈。身支度、アイゼン装着で時間を３０分程度はとっているが、それにして
も少し時間がかかっている。
小母さん３人連れが、反対方向からきた。皮の軽登山靴の人もいたが、皮スニーカの人も
いて感心する。
弁当。
下山
冠が岳分岐
冠が岳分岐
大涌谷遊歩道 通常５０分コースらしい。約２０ｃｍの積雪だが、結構踏み跡は固められている。
バス発
ロープウエは、強風のため停止。
箱根湯本
途中下車のつもりが、眠り込んでしまった。ここまできたら小田原まで乗れば良かった。
湯本発
帰宅

表題:蓑毛－ヤビツ峠－大山
.蓑毛－ヤビツ峠－大山
*[01* 日
付<]'90/01/20
*[02* 山
系<]丹沢
*[03* コ ー ス<]蓑毛－ヤビツ峠－大山
*[04 地図・案内<]
［コース］秦野＝蓑毛－ヤビツ峠－大山－下社＝ケーブル＝伊勢原
約 1200 年前、良弁大僧正によって開山。別名 阿夫利山または雨降山。標高 1252ｍ，表登山道のケーブルを利用すれ
ば、標高差 約 500ｍの登り。
高尾の様に公園化していないが、指導標もしっかりしており、道もまあまあ整備されている。表登山道、ヤビツ峠、日
向薬師、広沢寺とコースがある。交通の便が良い表コースは、信仰登山のお年寄りから家族ハイクの幼児づれまで、天候，
季節によらず結構の人出。
曇り後雨・雪。塔の岳一泊は、背中の消毒のため諦める。３の塔から烏尾山くらいまで行こうかと出発。
7:32
7:43
8:02
8:42
9:05

竹山
鴨居
町田
秦野
バス発

曇り、風もあり寒い。
今にも降り出しそう。丹沢方面は全く見えず。
8:06 発車
本格的な雨になる。行けるところまで行く事にする。
中年夫婦１組。山慣れしているみたいで、装備も万全。他に７人ほどの騒がしい小母さん集団。

こちらは、どうも大山－温泉コース。
9:15 蓑毛
３００ｍくらいのここでは、雨であったが、しばらく登ると雪になる（～５００ｍ）
10:34 ヤビツ峠 ５００ｍくらいから昨日の雪が、数ｃｍつもっていた。
ヤビツ峠の広場は相当の積雪。２の塔方面への林道は風もやたらに強そう。という事で大山経由
で帰る事にする。
騒がしい小母さん連中は蓑毛峠経由で下社にいったらしい。夫婦連れも大山に行くらしい。
10:45 出発
ずっと、平均１０ｃｍくらいの積雪。一部、表面を覆っているだけの所もあったが、トレースの
無いところで深いところは４０ｃｍくらいあった。途中、本格的に樹氷が見られた。
12:20 頂上
５、６組で計１０人くらいの人がいた。表参道をとうってくる人はお参りのついでといった
スタイルの人から、軽いハイキングスタイルの人まで。一方、俺も含めて低山としては重装備の
ものも。
12:55 下山
予定どうり表参道をとうってケーブルにむかう。ヤビツからの積雪が頭にあったため、アイゼン
を装着。
しかし、最初の茶店までで積雪も少なくなり、かえって歩きにくく、アイゼンをはずす。
14:15 下社
茶店で甘酒。
14:40 ケーブル
14:58 バス
16:30 鴨居

表題:西沢渓谷（朝日旅行）
.西沢渓谷
*[01* 日
付<]'90/02/11
*[02* 山
系<]奥秩父
*[03* コ ー ス<]西沢渓谷
*[04 地図・案内<]
［コース］横浜西口＝勝沼＝民宿＝東沢山荘－渓谷沿いの道－東沢山荘＝勝沼＝横浜西口
右膝を痛めて３週間ぶり。結婚記念日という事で費用、俺持ちで朝日旅行に申し込む。
奥秩父の国師ガ岳より流れる笛吹川の源流。花崗岩の岩肌を流れる渓流はなかなか豪快であるが、落差はそれほ
どない。流れに沿って遊歩道が整備されていて、まあまあ歩き易いためか、四季を問わず訪れる人多い。つつじとかしゃ
くなげのシーズンも良いが、冬の氷結も有名。
ファミリーハイキングとしては最適。
6:44
6:48
7:15
7:30
9:30
10:30
11:35
11:45

竹山
鴨居
西口着
バス出発
勝沼
民宿着
東沢山荘
出発

風強く、今にも降り出しそう。気温は高い。

木曽駒、北八つのツアもあって、ハイキング客大勢。
大型バスに半分くらい。添乗員は谷川岳の時の人。
天候不良のせいか道路が空いていて早くついた。途中、一時的に日も差したが、結局本格的な雨となる。
早い昼飯。炊き込みご飯にてんぷらと猪野豚の鍋がついて、あと２品。結構いい食事であった。
バスが数台いて、悪天候にも係わらずすごい人。
雨と雪解け水、一方では結構の積雪で、一部はアイスバーンと歩きにくい事。
西沢山荘前で足ごしらえ。縄を巻く人、うちらは軽アイゼンを装着。旨くいかず四苦八苦。
12:45 Ｕターン 連れ合いは、雨具無くびしょぬれ。腰もいたいという事で引き返す。俺も膝に心配があるがもう
少し行く事にする。
13:15 Ｕターン 欧穴まで行って、膝で早く歩けないため、時間が心配になりＵターン。
それにしても、暖かいから良いようなものの、本格的な雨が降り続けるのは初めて。おまけに
氷の溶けた水が滝みたいに落ちてくる所もあり、道も川の中を歩いているようだ。途中、氷結し
ている滝もあったが、景色を楽しむところまでいかない。
14:20 東沢山荘 山荘の中を覗いてみたが、連れ合いがいない。あれっと思って、バスに行くとやっとの感じで
立ち上がってきた。山荘で蕎麦を喰いながら衣服を乾かす。連れ合いは中までびしょぬれ。

15:30 出発
17:00 横浜駅

今回は、どうも準備が悪かった！！雨具（傘を入用）
、着替え、タオルの予備は絶対に必要！！！
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
数人を除き、みなさん完歩したようだ。

表題:石老山
.石老山
*[01* 日
付<]90/03/03
*[02* 山
系<]中央線＠山系
*[03* コ ー ス<]石老山
*[04 地図・案内<]
［コース］中央線相模湖＝石老山入り口－相模湖病院－顕鏡寺－石老山－大明神見晴らし台－ピクニックランド前
＝相模湖駅
相模湖の南岸にある標高６９４ｍの低山。道は明瞭で指導標も完備。ファミリーハイク向けの山で訪れる人も結構多
い。顕鏡寺までに富士山からきたと思われる大きな溶岩・奇岩があり、それぞれに名前がついている。相模湖を見おろせ、
反対側では丹沢から富士山にかけての眺望が得られる。

8:00
8:23
9:05
9:13
9:45
10:00
11:05
11:40

竹山
鴨居発
八王子
八王子発
相模湖バス発
石老山入り口
融合見晴らし台
頂上

目の前を八王子行き通過。次が町田行きでだいぶ待たされた
またもや、目の前を高尾行き。ついてない！！
9:20 高尾着
9:30 甲府行きに乗り換える。
１６０ｍ。霧雨
相模湖が霞んで見える。陣場山系は全く見えない。
山頂で焚火をするけしからんハイカーがいると思ったら、地元の人たち４人が枝打ちをしていた。
よばれて、焚火のそばで昼飯。丹沢方面はガスで何も見えない。

12:00 下山
途中、体長５０ｃｍ位のキツネ色の動物を見かける。肥満しており、もたもた動く。なんだろ。
12:50 大明神見晴
相模湖とその向こうの山並が少し見える程度で、休んでいる内に本降りになる。
らし台
以前の快調時に比べ、ここまでで１時間も余分にかかっている。下りの杖は、結構役に立つ。
13:40 キャンプ出口
13:57 ピクニックランド前着
14:09 バス乗車
14:?? 八王子行き乗車
15:08 八王子発

表題:仏果山～経ガ岳
.仏果山～経ガ岳
*[01* 日
付<]'90/03/10＠日付
*[02* 山
系<]丹沢＠山系
*[03* コ ー ス<]仏果山～経ガ岳
*[04 地図・案内<]二万五千地図：厚木、上溝

ｱﾙﾍﾟﾝｶﾞｲﾄﾞ丹沢（山と渓谷者）で十分

［コース］小田急本厚木＝（半原行）＝撚糸組合前－松葉沢沿い－仏果山－秋葉山－八州峰－半原越－経ガ岳－半僧坊前
＝本厚木＝町田
仏果山は 747ｍ、経ガ岳は 633ｍと低山の尾根を歩くハイキングコース。標高はそれ程でないが、仏果山には鉄製の
展望台があり、丹沢山系か ら関東平野に広がる 360 度のパノラマが得られる。経ガ岳も丹沢方面の展望良好。また、コ
ースは関東ふれあいの道に指定されおり、丹沢にし ては大山、表尾根の超例外を除き訪れる人が多い様である。
8:00
8:15
8:36
8:58

竹山
鴨居発
町田ホーム。
本厚木バス停

町田行き。晴ているが、春だ。霞んでいて丹沢方面よくみえない。
8:38 電車。
バスのコースがどうもいつもと違っていたらしく、半原終点までいってしまう。上りのバスに
乗り換えて一つ目が撚糸組合。
9:55 撚糸組合前出発 間違えずにバスを下りた学生のハイキング集団に追いつく。
11:15 仏果山頂上
広くて見晴らしも良好。展望台で丹沢の各山名を確認。思ったより右寄りに蛭が岳があり、
その手前の棚沢の頭も雪を被っていた。丹沢山のこちら側の面には雪無し。
11:30 下山
昼食をとらず、歩き始める。
11:50 ベンチ
半原越え途中のベンチで食事。
12:05 出発
12:52 経ガ岳入り口
ふれあいの道 管理員という小父さんに会う。

13:00
13:22
14:40
15:00

出発
経ガ岳山頂
堰堤
半僧坊バス停

霞がかかり、丹沢山系がかすかに見える程度。管理員の小父さんに山名を教えてもらう。
堰堤の上で休む。
15:36 までバスが無い。先にいった管理員の小父さん，あまり馴れていないような小父さん
と結局会った。近くの半僧坊までお参りにいく。結構大きなお寺で、しだれ梅がきれいに
咲いていた。

TITLE : ☆仏果山－経ガ岳の紹介
今度は、仏果山・経ガ岳は如何でしょう？
丹沢山地の北東の端に位置する約７００ｍくらいの山です。関東ふれあいの道になって
いる手軽なハイキングコースですが、私の足で休憩もいれてですが約５時間かかってい
ます。
仏果山の山頂には鉄製の展望台がありまして、丹沢山系と関東平野の３６０度にひろ
がる展望が得られます。丹沢にしては大山、大倉尾根の超例外は別にして、ハイカーも
多いようです。
小田急線の本厚木で下車し、半原行きのバスに乗り換えます。改札口を出て左の出口
に出たところの一番近いバス停です。
土曜
休日
９：０５、１５、４０、５５
９：０５、１５、２５、４０、４５、５５
バスには、半僧坊の手前で旧道をとうるコースと新道をとうるコースがあるようです。
何度か行ってますが、いつもは旧道をとうり、撚糸組合前で下車してましたが、一度半
眠りの時に新道をとうったらしく、終点の半原まで行ってしまい、上りのバスで撚糸組
合までもどったことがあります。バス停２個くらいで近いですが。
撚糸組合前で下車しまして、松葉沢沿いに舗装道を登りますと昔の木造小学校の校舎
のような糸工場に出ます。江戸時代から盛んで絹糸では全国の８割を占めるうんぬんの
看板があります。途中に、ホタルを育てている（ふ化させている）人工の小さな清流も
あります。工場をとうりすぎて暫く行くと指導標があり、それに従って左に山道を登り
はじめて約１時間半で仏果山の山頂につきます。夏は行った事ありませんが、他の季節
には必ず何組かのハイカーがいました。２・３回歩け協会の熟年集団に会った事もあり
ます。
頂上で見晴らしを楽しみながらの食事を終われば、次の経ガ岳をめざして出発です。
頂上部をこえるように向こうがわにでて、右に分岐する野外訓練センタへの道を見送り、
道なりに急勾配を下ります。すぐゆったりとした、但し両側が崖になった尾根道になり
ます。途中、秋葉山（標識はありますが、山頂とは思えないようなところです）
、左へ
分岐する馬渡方面への道を見送り直進しますとベンチと鹿よけのフェンスのあるところ
に出ます。約３０分で半原越え方面の標識（立木に小さな札がくっついている）のある
所に出ます。ここで９０度右にカーブして下って行きます。直進は少し登りかげんの道
で行き止まりです。ここで、リスかムササビに会った事があります。
標識から約３０分で舗装された林道に出ます（半原越）。林道を横切れば、次の経ガ
岳への登山口です。約２０分で山頂ですが、結構きつい登りでひと汗かきます。山頂手
前に経ガ岳のいわれを記載した看板と教典を入れたという孔のある大きな岩が道をふさ
ぐようにあります。この山頂からも丹沢山系が見渡せます。ここには、２（３？）等三
角点がありまして、大きな櫓の立っている時がありました。下りは、山頂をとうりすぎ
て道なりに下って行きます。山頂すぐのところに右に分岐する道がありますが、そちら
は華厳山・高取山方面へ行ってます。
右下にゴルフ場を見ながら下ると鹿柵があり、これをくぐって右側の山腹についた道
を下りますと林道に出ます。これを右斜めに横断するとまた山道になります。下ってい
くと堰堤に出ます。ここで沢を渡ります。水量はちょろちょろといった感じで、運動靴
程度でもＯＫですが、雨の後は増水している事があります。水で登山道がとうりにくい
ため横の１ｍくらいの小さな斜面にとりついた事もあります。この時は、大きなだにが
くっついて背筋がゾクっとしました。で、わたると堰堤の上に出られます。ここは、私
の好きなところのひとつでせせらぎの音を聞きながら、しばらくひっくりかえって休憩
します。山頂から約１時間くらいでついたと思います。
この後は、すぐ林道そして車道です。車道を左方向に横切ると旧道と新道の分かれた
ところに出まして、堰堤から約２０分で半僧坊バス停につきます。

１５：

平日
３６、５６

休日
２６、３６、５１

１６：

１１、２１、３６
０１、２１、３６、４６
（目安です）
バスの待ち時間があるときには、半僧坊にお参りすると如何でしょうか。しだれ梅が
きれいです。
ＦＲＯＭ

ＯＳＫ

表題:陣馬山
.陣馬山
*[01* 日
付<]'90/04/01＠日付
*[02* 山
系<]中央線＠山系
*[03* コ ー ス<]陣馬山
*[04 地図・案内<]山と高原地図 高尾・陣馬
［コース］ＪＲ八王子＝藤野－上沢井－１ノ尾根－陣馬山－奈良子峠－ナラコ尾根－栃谷温泉－陣馬高原口－藤野
＝八王子
標高８５７ｍ，このあたりの最高峰で富士山、三ツ峠その向こうに南アルプスが見える。手前西方はおそらく秩父山
系と思われる屏風状の山
並が南北にひろがり雪を頂く金峰山が頭を出している。南方には蛭が岳を中心とする丹沢山
系が東西に広がる。山頂には茶店があり、高尾か
らの縦走ハイキングコース。途中の明王峠付近が桜の名所との事。
途中、ナラコ尾根を下ると鉱泉の宿３軒。
7:01
7:13
7:53
8:19
8:40
9:15
11:05

竹山
鴨居発
八王子発
高尾発
藤野駅より出発
上沢井
頂上

11:45 下山
13:05 姫谷温泉
14:00
14:33
15:08
15:12
16:30

出発
車道
藤野駅
藤野発
鴨居着

連れ合いとハイク。昨日の大雨がウソのような快晴。
久しぶりにホームから富士山、丹沢が見えた。
7:50 の甲府行きが目の前を出る。くやしいー。
下に降りず、駅前をすぐ左にとる。
陣馬高原入り口、温泉の看板をとうりすぎる。桜他の花がきれいだ。
明王峠で花見しながら昼食の予定であったが、まだツボミ。あきらめて頂上で弁当。多少霞
んでいたが見晴らしは良好であった。途中、枝にびっしりと寒天，コンニャク状のものが
付着していた。なんだろう。
大岩風呂に入る。大はあやしいし、風呂はひとつで混浴というより、借り切りの家族風呂
といったかんじ。ひなびたかんじで山歩きの後に快適であった。
ビールものみ、足が重い！！

表題:塔の岳～丹沢山～蛭が岳～ユーシン～玄倉
.塔の岳～丹沢山～蛭が岳～ユーシン～玄倉
*[01* 日
付<]'90/05/01＠日付
*[02* 山
系<]丹沢＠山系
*[03* コ ー ス<]塔の岳～丹沢山～蛭が岳～ユーシン～玄倉
*[04 地図・案内<]アルペンガイド丹沢、アルペンガイド別冊－東京周辺の山
［コース］ヤビツ峠－二ノ塔－三の塔－烏尾山－行者岳－新大日－塔の岳
塔の岳－丹沢山－蛭ガ岳－熊木沢－熊木沢出合－ユーシンロッジ－玄倉
('90/05/01～'90/05/02) 金子到氏と丹沢彷徨、１日目：晴天、２日目：霧雨
7:05 竹山発
荷物１０Ｋｇと腰の限界を越えたので、連れ合いに駅まで送ってもらう。
7:22 鴨居発
7:46 町田発
ＪＲ町田駅出口で金子氏と待ち合わせ
8:30 秦野駅着 ヤビツ行き臨時便
9:17 ヤビツ着 朝詰めた荷物を全部金子氏に渡し、持ってもらう。２～３Ｋｇは減ったと思う。
9:25 出発
荷物減したが、いつもより重く、歩きにこたえる。途中から、自由ペースにする。流石に
金子氏の足が速い。

２の塔
天気良く、富士山もくっきり。
３の塔
絶好の見晴らし。烏尾へのガレ斜面整備されていて歩きやすくなった。
烏尾山
１７分休憩。どうも荷物の重さか、体調不調であったせいか疲れる。
行者岳
昼食。
出発
かいさく茶屋
新大日茶屋
塔の岳着 富士山に少し雲がかかった程度で、見晴らしよし。関東平野から東京湾」に多少薄いベールが
かかっていたが、大島、千葉まで見渡せる。日の出山荘のかげで、パラグライダーのお兄さん。
飛び立つときにパラグライダーをみんなで持ち上げて上げる。助走区間がなく、崖から飛び降
りるかんじである。始めぐらついたが、すぐ制御でき、あれよあれよというまに花立
をとうりすぎ、はるか大倉まで飛んでいった。
予約していたおかげか、２段ベッド２個の準個室に入れる。他の大部屋は煎餅ぶとん敷き詰め
で、楽できた。
17:30 食事
カレーの盛りきり。夕暮れに外をうろうろする。雲が出てきて、富士山を覆い始める。鹿も出てこず。
19:30
空が明るく、星も下界と変わらないかんじ。
10:36
11:00
11:25
12:00
12:35
12:58
13:15
14:07

（５／２）
4:30 起床
5:30 食事
5:50 出発
6:52 丹沢山
7:35
8:10
8:53
9:23

9:57

11:26

11:55

13:10
13:18
14:00
15:00
16:34
16:52
17:27

空はもう白んでいて、その前の幻想的な夜明け前を逃した。もっとも天気悪く、下界は真っ白で
時々大山が頭を出す程度。富士山の方は何も見えず。結局、日の出もだめであった。
汁のあるおでんが副食。夜よりよかった。

途中に、鹿の死骸－といっても散らばった毛と蹄のついた足が２本転がっているだけ？
太い木がばたばたと倒れている、寿命か公害か？
不動の峰 水場まで行く。ここが一番近いはず。水は岩の間の地面近くをチョロチョロと流れている程度。
避難小屋 水を汲むにはコップがあったほうがよい。
水汲み終了
鬼ガ岩
霧雨が吹き付け、寒い。温度計５℃、きっと体感温度０℃くらいか？
蛭ガ岳
缶コーヒーを飲みながら、小屋のお兄さんと雑談。ずっと霧雨でこれからよくなる筈も無しという
事で下山に決定。ユーシンまで降りようかとお兄さんに教えてもらう。不動の峰まで戻らなく
とも、蛭からユーシンに直接降りれるらしい。但し、林道 歩きが長いという事で焼山コース
をすすめられた。しかし、焼き山コースは一度行っているし、ユーシンも行ってみたい
という事で決定。
下山
小屋を出たところで鹿に会う。塔の岳とちがってこちらの鹿は人擦れをしているのか逃げない。
結構のガレの急傾斜。但し、コースはテープがあり、安心できる。
途中、杖を出したのが失敗で急斜面ででんぐりがえしをしてしまった。両手で木をつかんで、
足を下に飛ばすような所で杖をもったまま木をつかんでいた事と、水で重心が思ったより
上にあったため、制御できずにひっくり返った。瞬間、何もわからず頭がキナ臭くなった。
気がつくと金子氏にリュックの紐をつかんでもらって、崖にしがみついていた。自分もなにか
蔓みたいなものをつかんでいたようだ。やっとの思いではい上がる。上がって見るとそんなに
ひどい崖ではなく、結構むこうまで飛んでいた杖を拾いに行ける程度の崖であった。
そこで、教訓－両手を使うような下りでは杖を出すな！また、急斜面では頭を下げない事。
河原
熊木沢出合。数十ｃｍくらいの黒い裂石がゴロゴロした才の河原みたいなところだ。コンロを出
して食事にする。最近遭難したらしく、石を積み上げて、上に登山靴をのせてあるケルンがあっ
た。食事中に上って行った人がひとりいたが、あの斜面はきついと思う。小屋のお兄さんが降
りてきて、また荷物を持って上って行った。
出発
河原の中を道（工事車がとうるらしくキャタピラの跡）を歩く。高度がまだ１０００ｍもあるのに、
幅が２００ｍくらいある雄大な河原で、一面裂石状の黒い石。両側から沢がつぎつぎと流れ込ん
でいる。まったく観光客で汚れていない、バーベキューに最適の素晴らしい穴場ところだと思っ
たら、はるか下のロッジの所で通行止めになっていた。
ロッジ分岐
ロッジ
大きな施設で、山小屋というより、保養施設みたい。無愛想なお兄さん１人がいた。タクシーは
来てくれる事もあるとの事で、諦めて丹沢湖まで約１０ｋｍを歩く事にする。
出発
休憩
休憩中、小父さん２人が長いと文句をいいながらとうっていった。
玄倉
やっとの思いで到着。ロッジのお兄さんがいったのとは違い、目の前をバスがブー。
がっくり。
出発
なんとか歩き出す。
神縄
バス停が見つからずあせる。だいたい玄倉の小母さんがいったバスなんぞ無かった。

トンネル
17:32 やっと
山北行き。
バス乗車
18:16 新松田着 山北でバス乗換。食事＋ビール
水場にコップ！ 急斜面での杖！！ 頭の位置！！！
TITLE : ☆塔の岳～丹沢山～蛭が岳～ユーシン～玄倉
今年の５月の連休に、３０代前半の若い人と２人で、丹沢表尾根経由で塔の岳に行き、
丹沢山－蛭ガ岳－檜洞丸と丹沢主陵を通り、中川温泉に下りようと出かけました。
１日目は天気も良く、３の塔，塔の岳からは富士山もくっきりと素晴らしい眺望が
得られましたが、翌日はうってかわって霧雨の中、風もあって寒さに震い上がってし
まいました。
ところで、丹沢山前後の尾根道に鹿の毛がちらばっていました。どうしたのかと辺り
を探してみると、蹄のついた足先がころがっていました。他に骨などの残骸もないし、
どうしたんでしょうね。
塔の岳を６時頃に出て、蛭ガ岳には９時半頃につきましたが、天気は回復しそうもな
く、相棒がもう下りようといいだしました。そんじゃま、これからもあまり通るチャン
スのなさそうなユーシン方面にでも下りようかと、 蛭ガ岳山頂から熊木沢－熊木沢出
合－ユーシンロッジ－玄倉のコースに切り替えました。
蛭ガ岳山頂から、足場のあまり良くない急傾斜の道が下りています。随所にテープに
よる目印があり、迷う心配はなさそうです。流石に、人気の無い道を１時間半程下ると
熊木沢出合の河原に出ます。数十ｃｍくらいの黒いごつごつした石がゴロゴロしたサイ
の河原みたいなところで、最近遭難した人でもいるのか、まだ新しい登山靴をのせたケ
ルンがありました。黙礼し、少し離れたところで食事の準備をはじめていますと、男の
ひとが、ひとり上がっていきました。ユーシンからだと結構歩きでがあるし、その後、
蛭ガ岳までのあの斜面はきついでしょうね。いろんな方がいるもんだと感心しながら食
事を終わり、ユーシンめざして出発。
河原の中につけられた道（工事車がとうるらしくキャタピラの跡）を歩きますが、高
度がまだ１０００ｍもあるのに、幅が２００ｍくらいはあるんでしょうか、雄大な河原
で、一面裂石状の黒い石が敷き詰められたかんじです。両側の山腹からは、土砂流で崩
壊したかんじの沢がつぎつぎと流れ込んでいます。
約１時間半でユーシンロッジにつきましたが、今日は歩き始めて７時間くらいになり
（途中の休憩を入れてではありますが）
、そろそろリタイヤしたくなりました。
で、タクシーを呼びたいと思ったわけですが、ロッジのお兄さんの話では駄目との事で
諦めて丹沢湖まで、もう１０Ｋｍ歩く事にしました。ここまでは、車が入れますので、
随所でキャンプをしていまして、その車を横目にみながらの歩きです。流石に足どり軽
やかにとはいかず、玄倉まで２時間半もかかってしまいました。前述のように、どうし
てだか、ユーシンまでは広い河原でしたが、かえってここからの方が沢というか谷川の
ようになっています。水もきれいでキャンプによさそうですが、丹沢湖に近づくにつれ
濁ってきます。
やっと、丹沢湖西端の玄倉近くまできたところで、ロッジで教えてもらった話とは違
い、目の前を玄倉を経由するバスがブー。がっくりです。気を取り直して丹沢湖入り口
の神縄バス停までヨタヨタ歩きだしました。て、このバス停がなかなか見つからずやっ
とおそらく最終の山北行きに乗車できました。これで、塔の岳から１１時間半もかかっ
てしまいました。
新松田でビールを楽しんだのはいうまでもありません。
ＦＲＯＭ

表題:石老山
.石老山

ＯＳＫ

*[01*
*[02*
*[03*
*[04

日
付<]'90/05/06＠日付
山
系<]中央線＠山系
コ ー ス<]石老山
地図・案内<]アルペンガイド丹沢

［コース］中央線相模湖＝石老山入り口－相模湖病院－顕鏡寺－石老山－大明神見晴らし台－ピクニックランド前
＝相模湖駅
相模湖の南岸にある標高６９４ｍの低山。道は明瞭で指導標も完備。ファミリーハイク向けの山で訪れる人も結構多
い。顕鏡寺までに富士山からきたと思われる大きな溶岩・奇岩があり、それぞれに名前がついている。相模湖を見おろせ、
反対側では丹沢から富士山にかけての眺望が得られる。
('90/05/06) 連れ合い、長女とファミリーハイク。昨日までの雨もやっと上がり曇りがちだが青空もでる。
7:45 竹山
8:02 鴨居発
8:40 八王子着
また、目の前を甲府行きが・・・。横浜線との接続悪し。
8:54 八王子発
ホリデー快速
9:30 出発
10:05 顕鏡寺出発
えらくうるさい小３くらいの女の子を連れた家族連れ。
10:30 融合見晴らし台
10:40 出発
11:05 山頂
上は青空が広がってきた。残念ながら丹沢方面は雲を被っていた。
11:45 出発
途中の尾根から見る向こう側の山並はなかなかのもの。天神見晴らし台付近はツツジが５分咲き。
13:05 沢
長女は斜面で恐がり、へっぴり腰であったが、流石に元気であった。
13:35 船着き場
結構、斜面を下る。距離はバス停より遠いくらい。途中、大きな料亭があり、温泉からソバ
まであるようだ。
13:52 乗船
対岸には着くが、駅まで結構ある。値段も高いし、バスがベター。

表題:大山～広沢寺温泉
.大山～広沢寺温泉
*[01* 日
付<]'90/05/13＠日付
*[02* 山
系<]丹沢＠山系
*[03* コ ー ス<]大山～広沢寺温泉
*[04 地図・案内<]
［コース］ 小田急伊勢原＝大山ケーブル＝阿夫利神社下社－大山頂上－北尾根－大山山頂－雷の峰分岐－唐沢峠
－不動尻－広沢寺温泉入り口＝
小田急本厚木
約 1200 年前、良弁大僧正によって開山。別名 阿夫利山または雨降山。標高 1252ｍ，表登山道のケーブルを利用すれ
ば、標高差 約 500ｍの登り。高尾の様に公園化していないが、指導標もしっかりしており、道もまあまあ整備されている。
表登山道、ヤビツ峠、日向薬師、広沢寺とコースがある。交通の便が良い表コースは、信仰登山のお年寄りから家族ハイ
クの幼児づれまで、天候，季節によらず結構の人出。
（’９０／０５／１３） 曇り。山頂の工事も終了しているとの事、北尾根がどうなったか知りたくて行く。
8:08 竹山
8:43 小田急町田
8:46 発
9:34 大山ケーブルバス停
10:10 下社出発
11:11 山頂
11:25 北尾根へ
11:42 食事
12:05
12:20
12:25
12:38
14:15
15:28

出発
山頂戻り
下山
不動尻分岐
キャンプ場
バス停

前回から新しくできたバス駐車場からのメイン道路から橋、トイレのコースが
工事中で左の側道をとうる。こちらにも結構旅館があった。トウフ坂というらしい。
人手の割にはケーブルがまあまあの混雑。
いや、すごい人出。日立健保のウォーク大会の連中が大勢。工事が終わり、裏側も
入れるようになったが、どこも大勢の人。
前どうりのけもの道というか、やぶこぎの状態。流石に誰も行かないようだ。
やぶがきれた林の中で、静かに食事。かすかに山頂の声が流れてくる程度。鹿の糞
が落ちていた。
やぶ歩きにが上りになり、杖のあった方がベター。

15:40 バス発

表題:不老山
.不老山
*[01* 日
付<]'90/06/03＠日付
*[02* 山
系<]丹沢＠山系
*[03* コ ー ス<]不老山
*[04 地図・案内<]山北、るるぶ関東周辺ハイキング、アルペンガイド丹沢
［コース］ 東名大井松田＝丹沢湖－浅瀬入り口－浅瀬－夕滝橋－世附峠－不老山－番ガ平－車道・山市場
＝丹沢湖＝東名
植林帯が伐採され、富士山や箱根外輪山を望む明るい草尾根になったーーーという事だが、植林された木がもう２ｍｍ
以上に成長し、だいぶ見晴らしもかわってしまったようだ。また、案内では多少、道に不安感をもたせる記述になってい
るが、実際にはわかりやすくハイキングコースである。
（’９０／０６／０３） 晴。車で金曜の夜から行って、土曜の早朝に檜ぼらに登るつもりであったが、天候悪化
のため中止。で、一度車で行ってやろうと６：００に出る。
6:15 竹山
大井松田ＩＣから２４６に出るところで迷う。３方向に分岐する一番右をとるとｏｋ。
7:42 丹沢湖公営Ｐ
まだ、管理人は来ていないが、入り口はあいていた。北岸にわたると無料Ｐは一
杯あったが、下山後の歩きが長くなるので引き返した。
8:00 出発
ほとんどが舗装道路
8:50 林道締切地点
前に監視所があって、入漁料金をとるようだ。
9:00 夕滝橋
ほんものの吊り橋で、結構ゆれてスリツあり。橋をわたると登山口。南に直登する
道と西（右）へ登る道があり、まぎらわしい。前者は世附峠、後者は不老山・世附峠
の標識があり、余計わからない。方角は直進だが、悩んだ挙げくどちらもいずれ合流
すると考え、右にとる。
9:37 沢を右岸から左岸へ
案内書では、わかりにくそうに感じるが、そんなこたない。
10:07 世附峠
南北に走る林道を横切り、東方面への登り口。地図にはない林道。
ここで、初めて人（１人）に会う。
10:15 出発
10:50 山頂
直前の分岐に犬がいて、やたら吠えつかれる。先ほどの人が来たので心強くなり、
追い払う。
なんか高松山かシダンゴの山頂のようだ。学生数人組と小父さん２人組も一緒になる。
11:20 下山
11:45 番ガ平
やはり地図にない林道を横断する。林道に番ガ平の標識。ただし、本当は正面の山の
ようだ。
13:25 山市場
13:30 バス停
13:42 に西丹沢行きのバスがあり、待つ事にする。
14:00 駐車場
14:30 出発
２４６に出るところとトンネルで渋滞。
15:45 横浜ＩＣ
渋滞で出るのに 16:20 までかかった。
TITLE : ☆不老山メモ
丹沢湖の南西にある９２８ｍの不老山は、るるぶの関東辺ハイキングガイドにも出て
いますし、一般的なハイキングコースだと思いますが、交通の便が今ひとつといったか
んじです。いくつかのルートがあるようですが、丹沢湖の北岸を西にいった浅瀬から登
り出し、番ガ平を経て、新松田から丹沢湖に行くバス路線の途中にある山市場に出てく
るというのが、るるぶでも紹介されていますし、一般的なコースなんでしょうか。
ところが、この山市場から新松田行きのバス便があまりありません。以前、バス会社
に問い合わせたところでは、１４：００から１７：００の間、
平日では、１５：０４のみとの事でした。休日には、少し増えて １４：０９、
１５：０４と１７：４１の３本だそうです。
行きの方は、新松田から西丹沢、中川温泉行きのバスがそれなりに出ていまして計画で
きますが、初めての山ですと登山道の状態によって歩行時間が変わりますし、これだけ
バスの本数が少ないと不安です。公衆電話があって、タクシー利用に便利とは記載され
ていますが、本当に来てくれるのかどうか・・・。
というわけで、一度行ってみたいと思い出して２年目のこの６月に、車で出かけまし
た。話はかわりますが、車で行くと登った道を引き替えす事が前提になるのと、帰りの

乗り物の中で味わう余韻がなくなるという事で、あまり好きじゃありません（決して、
自然破壊うんぬんの立派な理屈があるわけではありませんので、自転車かバイクをつん
でいけば、ぐるっとまわる事もできるんじゃないか等と計算してます）
。丹沢で会った
方で、奥多摩、秩父方面に行くときは、車で途中まで行って、そこからバス等を利用す
るんだと教えてくれました。この方式だと登りと下りのコースをかえた縦走もできるし、
いいですよね。
４月にはヤマブキ、５月にはサンショウバラがいいそうですが、６月にはもうどちら
も終わっていました。植林帯が伐採され、富士山や箱根外輪山を望む明るい草尾根にな
った－－－という事だが、植林された木ももう２ｍ以上に成長し、だいぶ見晴らしもか
わってしまったようです。また、るるぶ他の記事では多少、道に不安感をもたせる記述
の部分もありますが、実際にはわかりやすいハイキングコースでした。
６：３０頃に東名横浜ＩＣに入り、７：４０には丹沢湖の公営駐車場につきました。
大井松田ＩＣを出たところで３方向に分岐するところを右にとると２４６号線に出ます。
東名都夫良野トンネルを右にみて東名の下をくぐったところにある清水橋で右に入ると
丹沢湖・中川温泉への道です（大きな看板があります）
。公営駐車場をとうりすぎて、
丹沢湖にかかる橋（永歳橋）をわたると浅瀬入り口です。まっすぐ行くと中川温泉、箒
杉、西丹沢自然教室に出られます（このコースで８月に檜洞丸に行きまして、１２００
ｍまで行ったところでリタイヤしてしまいました）
。浅瀬入り口で左のトンネルに入る
と登山口のある浅瀬方面です。道なりにしばらく行くと無料の駐車場もありますが、帰
りに山市場から歩いてくるのも嫌だというわけで、丹沢湖の公営Ｐに車を置きました。
１日で確か５００円だったと思います。
途中、キャンプ場とか子供・女性専用の釣り場（？）なんかをとうって舗装道路を
５０分程歩くと林道の締切地点につきます。監視所があって、「釣りですか？」と聞か
れました。入漁料金をとるんでしょうね。
すぐ、夕滝橋で丹沢湖に流れ込む沢を渡ります。短い吊り橋ですが、結構ゆれてスリ
ルあります。橋をわたるとすぐ登山口です。南に直登する道と西（右）へ登る道があり、
まぎらわしいです。前者には世附峠、後者には不老山・世附峠の標識があるため、余計
わかりにくくなっています。多分、右の方が新しい道だと思いますが、いずれにしても
合流します。約３０分で沢を右岸から左岸へ渡る所に出ます。案内書では、わかりにく
そうに感じるますが、そんなことはありません。なんだかんだで、全く人気の無い林の
中を歩く事、吊橋から約１時間で急にぱあっと開けた感じの世附峠に出ます。地図に出
ていない南北に走る林道を横切り、東方面に向かっている道にとりつきます。これが、
不老山への登り口です。10:15 出発
峠から３・４０分で山頂です。山頂直前に分岐があり、ここでは左にとりますが、ど
うわけか犬がいまして、やたら吠えつかれました。山頂は、植林が成長してまして見晴
らしはあまり良くありませんでした。２０人くらいで一杯になるくらいの広場になって
まして、なんか高松山かシダンゴの山頂とよく似てます。ここで、始めて数人の人と会
いました。山頂から２５分くらいで番が平にでます。やはり地図にない林道を横断しま
すが、この林道に番ガ平の標識がついています。本当は正面に見える山のよう名称のよ
うですが。後は、道なりに下り続けまして、番ガ平から１時間半程度で山市場につきま
す。きじ（本当にきじかどうかわかりませんでした）の飼育場の中を抜けて畑・田の畦
道をとうって、橋を渡るとバス道です。確かにここならタクシーを呼ぶ事もできそうで
す。ここから駐車場まで歩く予定でしたが、１３：４２に西丹沢行きのバスがあり、ズ
ルをしまして、２０分で駐車場まで戻れました。
ＦＲＯＭ ＯＳＫ

表題:大山三峰
.大山三峰
*[01* 日
付<]'90/06/10＠日付
*[02* 山
系<]丹沢＠山系
*[03* コ ー ス<]大山三峰
*[04 地図・案内<]
［コース］小田急本厚木＝煤ガ谷（宮ガ瀬行き）－湯出川橋－物見峠分岐－山の神－北峰－三峰－不動尻
－広沢寺温泉入り口＝本厚木
大山から北方に伸びる尾根筋に連なる４～５個のピークからなる。起伏も結構あり、一部ザレたところとか鎖場,はし

ごもあり変化に富んでいる。８９年の夏には滑落死亡事故があり、急峻であり経験者向きの山である旨の立て看が随所に
出ている。しかし、ハイキングガイドに出ている事もあって、毎回１，２人のあまり装備のできていない人が混じってく
る。なお、交通の便も結構良いほうだが、訪れる人はあまり多くなく、静かである。登り口のあたりには野生の猿もいる
ようだ。狩猟期には猪のハンターもいる。
（’９０／０６／１０） 曇り。昨晩の激しい風雨は収まる。
7:53
8:04
8:20
9:00
9:33
10:31

竹山
鴨居発
町田ホーム
宮が瀬行き発
出発
物見峠分岐

8:24 町田発
数人のハイカーがいた。
半年前まであったトイレが個人の駐車場に変わっていた。途中、両側に苺が群生。
休憩中、後からきた母娘連れは物見のほうへ。あちこち歩いているらしい老人の単独者は
観光地図のみ、大丈夫か？中年夫婦もきたが、結局山頂でも会わず、どうしたのか？
11:50 例のガレ斜面下 少し、遅れ気味だが、休憩。
11:58 出発
すごく静かな中年３人づれがきた。後でわかったが、聾唖らしい。一番最初に来たときの
ほうへ行くと、踏み跡が出来ていて正規ルートよりは歩きやすい。
12:10 弁当岩
12:30 山頂
２集団、大勢がいた。
13:00 下山
14:30 不動尻
15:49 バス停
猫がくっついてきた
16:00 バス発

表題:鍋割山
.鍋割山
*01* 日
付<]'90/06/30＠日付
*[02* 山
系<]丹沢＠山系
*[03* コ ー ス<]鍋割山
*[04 地図・案内<]２万五千地図 秦野、大山

アルペンガイド 東京周辺ワンデイ・ハイク

［コース］小田急渋沢＝大倉－西山林道－表丹沢県民の森－二股－後沢乗越－鍋割山－小丸－大丸－金冷やし
－大倉尾根－大倉＝小田急渋沢
塔の岳直下の金冷シの頭から西の延びる尾根を鍋割山稜といって、大丸，小丸をへて代表的なピークの鍋割山約１２
７０ｍにいたる。大倉尾根から入るコースと後沢乗越より北上するコースがある。後者は、登山者の多い大倉尾根に比べ
て静かである。途中、県民の森，登山訓練所をへて二股より沢を横切って植林の中を後沢乗越にいたる。ここからカヤト
の中の登りとなる。ゆるやかなピークを二つ越すと山頂。山頂には鍋割山荘があり、宿泊も可。塔の岳にいたる鍋割山稜
はぶな林の中の気持ちの良い尾根道。
（’９０・０６・３０） 薄曇り。
竹山
鴨居発
7:34 小田急町田着
7:37 町田発
渋沢着
大倉バス発 大倉入り口と大倉は違うので注意。8:30 に大倉入り口経由のバスがあり、間違えた。
大倉着
約３００ｍ。丁度、満席くらいの登山客。
出発
県民の森
林道の終点、沢を渡った広場。
ここらあたりが、このコースでいちばんわかりにくい。後から来た若者２人は、どうもそのまま
沢登りをするようだ。もう１組の夫婦は、道がわからないようであった。
［登山訓練所前の林道をとうりすぎてもう少しいくと終点になる。沢を左にわたり２０ｍほど
直進すると再び林道。この林道を道なりに進むと小丸への登山道分岐にいたる。これを見送り、
さらに直進すると沢にぶつかる。沢を渡ると林道が続いており、そのまま終点まで（長尾国有林の
標識）進む。またまた沢を渡るとすぐはしごがある。はしごを登り、そのまま水の流れ道を
約１０ｍ直登すると右に登山道（標識あり）。
］
10:42 やっと登山道
11:07 後沢乗越
約８４０ｍ。ここまで、全く人気無し。道はわかりやすいが、深い林でかなり暗い中を登る不安感
7:09
7:15
8:18
8:40
8:57
9:05
9:56
10:13

はなかなかいいもんだ。
途中、平坦なところを何度かとうり、やっと山頂という感じ。高度計は１３００ｍ表示。
まず山荘に飛び込み、ビールを購入。新素材のポロシャツも流石に汗に濡れたので着替える。
ガスが流れ、寒い！！
出発
コーヒーを飲んで出発。これからは上下は多少あるものの気持ちの良い尾根道。両側、雑木林で
大きなブナも健在。丹沢山方面のブナが倒れていっていると対象的。
大丸
１３００ｍくらいある。
金冷やしの頭
花立山荘
めずらしく、開いていた。小さな子供のいる家族でやるようだ。
堀山の家
駒止め茶屋 ヘリの音がうるさいと思ったら、大倉尾根の随所に登山道整備のための資材をおろしていた。
大倉手前ベンチ
大倉バス停 舗装道に出たところで電話をする。家に連絡したら金子君から電話があったとの事。何事かと
会社に連絡。なんのことない、ハードディスクのファイル消去したから UNDEL が欲しかった
との事。おかげでバスに遅れ、３０分待ち。
５０分にバス停だとぎりぎり間に合う。

12:22 山頂。

13:10
13:35
14:05
14:19
15:13
15:30
16:04
16:56

表題:櫛形山
.櫛形山
*01* 日
付<]'90/07/14＠日付
*[02* 山
系<]南アルプス＠山系
*[03* コ ー ス<]櫛形山
*[04 地図・案内<]
アルペンガイド別冊 東京周辺の山
［コース］横浜西口＝甲府昭和＝櫛形町＝見晴らし台－アヤメ平－裸山－原生林－アヤメ平－見晴らし台＝櫛形町
＝勝沼＝横浜西口
櫛形山の山名は、山容が日本髪にさす櫛に似ているところからついたといわれている。県民の森になっており、ふも
とには湖、ロッジ、キャンプ 場等もある。遊歩道コースもあり、滝がいくつかるようだ。南尾根，中尾根，北尾根，丸
山の各登山道がある。標高１９００ｍのアヤメ平には野生 のアヤメが群生。２０００ｍの裸山からは富士山、北岳、白
峰三山が樹間より顔を出す。裸山頂上下の広場にもアヤメが群生。標高２０５０ｍの櫛 形山にむかって南進する道は原
生林に覆われ幻想的。

（’９０・０７・１４） 曇り。今日だけは天気持ち直すとの事。朝日登山で連れ合いと。
5:55
6:02
7:02
11:05
11:25
12:35
13:15
13:45
13:50
14:00
14:35
14:50
15:25
16:00
16:40
20:40

竹山
鴨居発
6:18 東神奈川発
6:26 西口地下で弁当
バス発
４０人の大集団
見晴らし台集合
櫛形山からタクシーで１３００ｍまで。タクシー１台で４０００円との事。帰りも前払い
を要求するといっていた。
休憩
結構、急坂で連れ合いを始めこたえた人がいるようだ。
アヤメ平着
食事。手前からアヤメがでてきだし、広場に群生地が広がる。奥にもっと見事な集落あり。
出発
裸山山頂下
裸山山頂
時折、日が差す程度で結局曇り空。しかし、富士山の上側が見えた。白峰方面は何も見えず。
裸山山頂下
アヤメ平
下山
一気におりる。なんとか膝はもった。
見晴らし台
マイクロ、タクシが待っていて即、出発。
タクシ会社着
バス出発
西口

表題:立山・雄山
.立山・雄山

*[01*
*[02*
*[03*
*[04

日
付<]'90/07/28＠日付
山
系<]北アルプス＠山系
コ ー ス<]立山・雄山
地図・案内<]
アルペンガイド 北アルプス

［コース］
28:横浜西口＝豊科ＩＣ＝大町＝扇沢＝黒部ダム－黒部湖＝黒部平＝大観峰＝＝＝室堂
トロリーバス 徒歩 ケーブル ロープウェ トンネルバス
室堂－一の越山荘
29:一の越山荘－雄山－一の越山荘－浄土山－一の越山荘－室堂・・・以下逆コース
剣、立山（雄山）
、薬師、五色ガ原、雲の平、黒部といったこの山域は、中部山岳国立公園の一部で、北アルプス北部
と呼ばれる地域である。飛騨山脈の別称で南の乗鞍岳から始まり、穂高・槍の山系、常念山系、笠・弓折山系から北へ後
立山連峰、立山連峰が連なり親知らずにいたる。
立山連峰は、北の毛勝山から剣岳、立山、薬師岳、黒部五郎岳、三俣蓮華岳までの総称である。高原がたくさんあり、
代表的なものが五色が原、雲の平である。これらの第４紀の火山による溶岩台地を除いて第３紀初期までに形成された岩
石で構成されており、やまの標高も類似する。東側がフォッサマグナで、対局的には西の向かって隆起している。
雄山３００３ｍを立山と称する事が多い。狭い山頂に雄山神社がある。西側の３段になった山崎カールは、日本で最初
に発見され天然記念物。雄山から北に５００ｍに位置する大汝山は、北アルプス最高峰３０１５ｍで二重山稜の地形。

（’９０・０７・２８） 晴。朝日登山で連れ合いと。
竹山
5:53 に乗り遅れる
鴨居発
東神奈川発
6:43 には間に合わなかった
6:55 横浜着 6:58 バス着
バス発
30 人
大町穂高ドライブイン 予定では 11:20。中央高速の大渋滞、長野道の事故で大幅に遅れる。３０分の忙しい昼食。
扇沢着
もう１４２９ｍある。
トロリバス
扇沢から黒部ダム。目の前にダムとその奥の山が広がる。ダムの上を歩いて次のケーブル駅へ。
ケーブル
ダムから黒部平へ。
ロープウェ
黒部平から大観峰へ。広場に出ると正面に後ろ立山連峰が広がる。
17:20 トンネルバス 大観峰から室堂へ。
17:35 登り開始
広い高原になっている。駅を出て右手、南斜面を登る。正面左手に雄山、右手に浄土山があり、
間の鞍部に一の腰山荘。途中、随所に雪渓が広がり、大きいところではスキーをしていた。
18:30 一の腰山荘
18:50 夕食
山小屋といっても、蛍光灯がこうこうとつき、食事もそれなりに普通。風呂まであった。
食後に、外へ出て夕焼けと日没を見る。雄山を背にして日没を眺める。
20:00～21:00
天の川も見えてきた。満点の星の中、流れ星、人工衛星と楽しむ。
21:10 割当の布団に潜り込む。いびきに寝言とねにくかった。
6:16
6:29
6:51
7:05
14:00
15:30
16:00
16:35

2:45 起床
2:30 には騒がしくなり、下に下りると大勢の人がうようよといた。
3:05 下の土間に出る。
3:30 雄山めざして 満点の星。昨晩と違って、雲も全く無く、電気も消えているため更に素晴らしい。
またまた人工衛星がみつかった。
4:10 山頂。
懐中電灯を頼りにガレを登る。大勢がつらなって登るためラッシュになり、時間もかかったが
結構登りにくい道である。途中で空が白んで来て、懐中電灯も不要となる。
山頂には社務所があり、神社の人も結構いるようだ。社務所がアパートみたいな３階建てに
っている。東に面した斜面に座り、ご来光をまつ。
4:30 日の出
神社のたいこが鳴り、神主さんの音頭で全員が万歳三唱。快晴で遥か向こうの雲の上に顔を
出してきた。
お札を受けた後、ニョッキリと飛び出した神社のある本当の山頂へいく。祈祷料を払って
上までいったが集合という事で諦めて下りる。登る途中、左手に剣のゆったりと大きな山容が
望めた。
4:50 下山
5:55 一の腰山荘にもどる。
朝食と出発準備。
6:45 浄土山へ
7:10 山頂
正面手前に五色ガ原、その向こうに薬師岳、笠ガ岳、穂高・槍と広がる大パノラマ。雲海の遥か
向こう右手に見えるのは白山、笠ガ岳の向こうに見えるのは乗鞍か？
7:28 下山
7:55 山荘にもどる

8:35
9:20
9:36
11:20
12:20

室堂
散策
室堂駅集合
ここからは、ものすごい人出。
大観峰
10:00 ロープウェ出発 10:15 黒部平着 10:30 黒部平発
黒部ダム集合 11:30 出発 12:00 扇沢出発
黒部観光ホテル 食事と温泉

TITLE : ☆立山の登山メモ
というわけで、１回目の夏休みに行きました立山楽ちん登山のメモです。７月２７日、
２８日と横浜の朝日旅行会の朝日登山に参加しました。この朝日登山は、中高年を対象
にしたゆったりコースばかりで、もう少し歩きたいなといった不満はありますが、横浜
西口から貸し切りバスに乗れば、登山口まで（それも場所によっては、タクシー利用で
だいぶ上まで）つれていってくれまして、交通の心配もしなくて良く快適です。食事も
結構なわりにはツア値段も良心的で、ちょくちょく利用します。
さて、今回の［コース］は、１日目が
横浜西口＝豊科ＩＣ＝大町＝扇沢＝黒部ダム－黒部湖＝黒部平＝大観峰＝＝＝室堂
トロリーバス 徒歩 ケーブル ロープウェ トンネルバス
室堂－一の越山荘
で、２日目が
一の越山荘－雄山－一の越山荘－浄土山－一の越山荘－室堂・・・以下逆コース
でした。
ご存知のように、剣、立山（雄山）
、薬師、五色ガ原、雲の平、黒部といったこの山
域は、中部山岳国立公園の一部で、北アルプス北部と呼ばれているそうです。飛騨山脈
の別称で南の乗鞍岳から始まり、穂高・槍の山系、常念山系、笠・弓折山系から北へ後
立山連峰、立山連峰が連なり親知らずにいたるとなっています。このうち、立山連峰は、
北の毛勝山から剣岳、立山、薬師岳、黒部五郎岳、三俣蓮華岳までの総称であり、高原
がたくさんあり、代表的なものが五色が原、雲の平です。立山という山頂はなく、今回
行った雄山３００３ｍを立山と称する事が多いそうです。山頂に雄山神社がありまして、
西側の３段になった山崎カールは、日本で最初に発見され天然記念物だそうです。

7:05 に西口を総勢３０名で出発しました。中央高速がお盆のシーズンなみに混雑し、
長野道の事故などで大幅に遅れて、14:00 に大町穂高ドライブインに到着、昼食となり
ました。15:30 に扇沢に着きまして、アルペンルートのトロリバスで扇沢から黒部ダム
へ。目の前にダムとその奥の山が広がるダムの上を歩いてケーブル駅から黒部平へ。
黒部平からはロープウエで大観峰です。広場に出ると正面に後ろ立山連峰が広がります。
ついで、トンネルバスで大観峰からやっと室堂につきました。いずれも最終かその直前
だったようです。団体ツアでは、こういった時に悩む必要がなく便利です（昨年、北八ツ
へ行ったときは暗闇の中を黒百合平まで歩く事になりましたが・・・もっとも結構面白
かったですが）
。
17:35 に一の越山荘（左の雄山、右の浄土山系に挟まれた鞍部にある）に向けて南斜
面を登りはじめました。遅かったせいもあり、我々だけでした。雪渓のある整備された
道を１時間強登ると山荘です。電気から風呂もある大きな山荘で、18:50 に夕食です。
山小屋の食事というのはカレーライスだと思っていましたが、味はともかくハンバーグ
までついていました。
食後に、外へ出て夕焼けと日没を見る。雄山を背にして日没を眺める。20:00～21:00
には天の川も見えてきまして、満天の星の中、流れ星から人工衛星と楽しみました。
いつもとうり、身体を横にするだけで、眠ったのかどうかわからないまま 2:45 に起床。
3:30 には雄山めざして満点の星の中を懐中電灯頼りに石のゴロゴロした急斜面を登りは
じめる。 約４０分で社務所のある雄山山頂につく。待つ事しばし、4:30 に遥か向こう
の雲の上に日の出。神社のたいこが鳴り、神主さんの音頭で全員が万歳三唱。
この後、ニョッキリと１０ｍくらい飛び出した岩の山頂へいく。ここには小さな本社
があり、祈祷を受けられる。登る途中、左手に剣のゆったりと大きな山容が望めた。
いったん、一の越山荘にもどり、朝食と出発準備をして、6:45 に浄土山へ。３０分弱で
山頂につき、快晴の中、正面手前の五色ガ原、その向こうの薬師岳、笠ガ岳、穂高・槍
更に奥には乗鞍と広がる大パノラマに圧倒される。雲海の遥か向こう右手には白山とお
ぼしきシルエット。想いを残して、7:55 に山荘にもどる。
室堂まで下り、散策後 9:20 に室堂駅に集合する。ここからは、ものすごい人出で、

今までの自然の中にとけ込んでいた環境とはがらりとかわり、まるで都会の雑踏のよう。
行きと逆コースで下り、12:20 には大町の黒部観光ホテルで食事と温泉を楽しむ。
山行きメモでした

ＦＲＯＭ ＯＳＫ

表題:檜洞丸
.檜洞丸
*[01* 日
付<]'90/08/01＠日付
*[02* 山
系<]丹沢＠山系
*[03* コ ー ス<]檜洞丸
*[04 地図・案内<]
アルペンガイド 丹沢
［コース］
東名横浜＝大井松田＝箒沢山荘－板小沢の頭－石棚の頭－ドウガク山稜分岐－檜洞丸－ツツジコース
－東沢の河原－箒杉山荘＝東名大井松田
標高１６０１ｍで東に蛭ガ岳、西に大群山に接する甲相国境尾根の１峰。山頂付近にはブナが密生し、深山の雰囲気。
古くは秘峰と呼ばれていたが現在では各方面からの道があり、指導標もあり登りやすくなった。しかし、歩行距離が長く
急登降もある健脚向きコース。
なお、山頂から展望は得られない。
（’９０・０８・０１） 曇り。
4:00 竹山
5:00 大井松田２４６ 東名を出て右、右にとっていくと２４６に出る。
5:30 箒杉山荘
大石バンガロー。河原に車を置ける。もう少し先まで行くと西丹沢自然教室があり、車を置ける。
朝食をとる。
5:50 出発
沢を渡ってからの急登は相当なもんだ。山が奥まっている事もあり、人気がない林の間を登る。
風も全く無くまるでサウナの中を歩いているようだ。
7:25 板小沢の頭
約１２００ｍ。流石に静止していると涼しくはなってきた。しかし、ここまでに要した時間から
推定すると下山までに後５・６時間はかかりそう。まだ急登部は残っているし、車で帰る事を
考えると限界だ。で、引き替えす事にする。このところ朝日登山で楽しい山行きをしてきた
ため、メンタル面で弱くなっている事も確か。
7:50 Ｕターン
8:50 沢で休憩
途中、５０才くらいの男性に会う。いや、暑いですねですれ違ったが、どうも登りきるようだ。
9:20 堰堤休憩
車道を奥まで歩いてみる。３０分くらいでキャンプ場とか西丹沢自然教室の見えるところまで
行って、引き替えす。
10:25 奥中川園地
車で行く。駐車場もそれなりにある。電話もあり。

表題:ヤビツ、大山、日向薬師
.ヤビツ、大山、日向薬師
*[01* 日
付<]'90/08/26＠日付
*[02* 山
系<]丹沢＠山系
*[03* コ ー ス<]ヤビツ、大山、日向薬師
*[04 地図・案内<]
アルペンガイド 丹沢
［コース］
秦野＝ヤビツ峠－表参道合流－山頂－見晴らし台－日向薬師＝伊勢原
約 1200 年前、良弁大僧正によって開山。別名 阿夫利山または雨降山。標高 1252ｍ，表登山道のケーブルを利用
すれば、標高差 約 500ｍの登り。
高尾の様に公園化していないが、指導標もしっかりしており、道もまあまあ整備されている。表登山道、ヤビツ峠、
日向薬師、広沢寺とコースがある。交通の便が良い表コースは、信仰登山のお年寄りから家族ハイクの幼児づれまで、天
候，季節によらず結構の人出。
（’９０・０８・２６） 曇りのち晴。
7:13 竹山

曇っているせいか、昨日よりはすごしやすい。

7:25
7:46
8:25
8:55

鴨居発
町田発
秦野着
秦野発

9:37 ヤビツ着
9:50 出発
10:55 山頂
11:35 下山
12:35 見晴らし台
12:50 下山
13:58 青年の家
14:20 バス停
14:46 バス発

結構な人出。後でわかったが、もうひとつ前にもバス便があるらしい。我々の後にも出たから
３便あるのか？
乗用車も多かった。途中、バスの対向で手間取る。
けっこう大勢が表尾根の方にいった。いつも閉鎖されていたヤビツ山荘が開いていた。丹沢も
やはり夏が本来のシーズンのようだ。
秋とか１月に比べると人が少ない。でも表側は一杯。裏に回ると誰もいなかった。
山頂下ってしばらくの所にある平坦部の雑木林、結構しっかりとした踏み跡が北に下っている。
北尾根とよく似た雰囲気。
途中、右膝に痛みが出たが、すぐ治る。
キャンプ場、バーベキュウーの場所にものすごい人出。車も次々と来る。今まで閉鎖された
静かな状態しか知らなかったため驚く。
まず、ビール購入。

表題:三ツ峠
.三ツ峠
*[01* 日
付<]'90/09/22＠日付
*[02* 山
系<]富士山＠山系
*[03* コ ー ス<]三ツ峠
*[04 地図・案内<]２万五千地図 河口湖東部 るるぶハキングガイド

アルペンガイド東京周辺ワンデイハイク

［コース］ＪＲ大月＝富士急行三ツ峠－達磨石－八十八大師－富士見山荘－開雲山－富士見山荘－木無山
－天上富士見台駅－河口湖駅＝大月
交通の便も良く登山道も整備され、目の前にせまる富士山から遠く八ガ岳、南アルプスまで広がる眺望に加えて、ロ
ッククライミングの練習に使われる屏風岩に代表される高山的な岩峰と人気の高いコースである。
いくつかのコースがあるが、三ツ峠駅からの表登山道は約１時間の簡易舗装された林道を歩いて、やっと山道に入れ
る。２時間半のかなり急勾配の山道をとうってやっと山頂にいたる。途中、ロッククライミングの練習をしている屏風岩
がる。その手前に左に富士山、正面に双子のそそりたつ峰（御巣鷹山、開雲山）の豪快な眺めあり。山頂まぎわの鞍部に
ある山小屋をとうりすぎて約１０分で１７８６ｍの開雲山山頂。ＮＨＫの中継所が無粋であるが、北八ツ、南アから富士
山、箱根と３６０度のパノラマが得られる。山小屋に戻り、なだらかな尾根をたどると草原状の木無山。お花畑の標識が
あり、夏にはいいらしい。ここからロープウエまではなだらかな、えらく長い尾根歩きとなる。
（’９０／０９／２土） 晴
6:15 竹山発
6:24 鴨居発
時間余裕あまりないので注意
7:04 八王子発甲府行き
これまた、時間余裕が２・３分と少ないので注意。
7:52 大月着
富士急線連絡口に清算所有るが、時間かかるので、前もって切符買っておくほうがよい。
8:08 大月発
8:36 三ツ峠着
５・６人の集団２組、単独行２人
8:50 出発
駅前を左に行く。道標は完備しており、迷うしんぱいなし。
9:05 グリーンセンタ 町営で宿泊可。
9:20 三ツ峠遊園 池、小屋あり。水補給可能。トイレもあり。
9:31 涼風荘
9:51 林道分岐
ここまでは、簡易舗装の林道歩き。少し手前で崩壊していて山腹に迂回したが、これまた崩れて
いておっかない。ここから右に登山道が分岐。達磨石があるはずだが、見つからず。
10:04 ベンチ
５分休憩。以降、ところどころにベンチあり。晴天だが、途中で見える富士山はうすいベールを
被ったかんじ。
11:20 八十八大師 八十八大師 斜面に小さな石仏が草にかくれるように置かれている。実際は８１体との事。
ベンチ
５分休憩。山荘前の急登は心臓破りだ。
12:05 富士見山荘 閉まっていた。老夫婦でやっていたが、どうかしたのかな。少し先の四季楽園でビールを買って
舞い戻る。富士見山荘前で食事。子犬がまとわりつく。途中、一緒になった６０位の小父さん
と話す。よく歩いているようですねというと、うれしそう。確かに足は強くて俺より早いが、
地図を全く見てきてない。おっかないねー。

12:40
12:45
12:58
13:16
14:34
15:26
15:57
16:25
19:09

山頂へ
リュックをおいて出発
山頂
北八つとか南アは見えなかった。
山荘もどり
木無山
13:51－14:00 休憩
７分休憩
鉄塔をすぎた所の見晴らしの良い枝道。
林道
いや、疲れた。９分休憩。後１７分だ！！
やっとロープウエの駅。観光客はそれほど多くない。５分間隔運転で、すぐ乗れる。
河口湖駅着
16:38 富士急発
鴨居着

TITLE : ☆三ツ峠メモ
今日、１ケ月ぶりに山歩きにでかけました。極めてポピュラな三ツ峠に、これま
た富士急の三ツ峠駅から河口湖の天上山ロープウエに抜ける一般的な表登山コース
ですが、駅から駅まで７時間かかりました。２週間近く体調が悪かった後なもので
多少こたえました。
どこかで、三ツ峠山なんてえのはない、御巣鷹山、開雲山、木無山だと文句をつ
けている投書を見た事があります。開雲山が約１７８６ｍと最も高くて、これを
通称、三ツ峠山といってるようですね。国土院の地形図にも三ツ峠山となってます
が、正式には違うんでしょうね。
三ツ峠駅から１５分くらいで林道に出まして、あと５０分弱はところどころ舗装
の切れた林道歩きになります。林道の終点あたりで、この前の台風のせいなんで
しょうか道が崩壊していました。台風の影響といえば、その前の秋雨前線による豪
雨の影響もあるんでしょうが、木無山から天上山へ出る登山道のあちこちで、倒木
が道をふさぎ、風に飛ばされた小枝が散らばっていました。小枝は、風で飛ばされ
た、雨水で流されたんでしょうね、登山道の凹部に堆積してました。
ハイカーは思ったより少なくて、登りは５・６人の集団が２組と単独行が私を入
れて２名でした。山頂手前の鞍部から木無山にかけては相当に広くなっていまして
ご存知だと思いますが、山荘が３軒あります。併せても３０人くらいいたかなと
いった感じです。木無山から天上山までの間、ひとりに会った程度で全く静かでし
た。それはそうと、開雲山に一番近いところにある富士見山荘は老夫婦できりもり
していましたよね。今日は、開いていませんでしたが、どうしたんでしょう。
去年は１０月末頃行きまして、見事な紅葉を楽しみました。流石にまだ紅葉は
全くありませんでしたが、とりかぶとの花が群生していました。お花畑が素晴らし
いそうですが、今回で２回目なものでまだお目にかかっていません。
ＦＲＯＭ ＯＳＫ

表題:大山三峰
.大山三峰
*[01* 日
付<]'90/09/29＠日付
*[02* 山
系<]丹沢＠山系
*[03* コ ー ス<]大山三峰
*[04 地図・案内<]
［コース］小田急本厚木＝煤ガ谷（宮ガ瀬行き）－湯出川橋－物見峠分岐－山の神－北峰－三峰－不動尻
－広沢寺温泉入り口＝本厚木
大山から北方に伸びる尾根筋に連なる４～５個のピークからなる。起伏も結構あり、一部ザレたところとか鎖場,はし
ごもあり変化に富んでいる。８９年の夏には滑落死亡事故があり、急峻であり経験者向きの山である旨の立て看が随所に
出ている。しかし、ハイキングガイドに出ている事もあって、毎回１，２人のあまり装備のできていない人が混じってく
る。なお、交通の便も結構良いほうだが、訪れる人はあまり多くなく、静かである。登り口のあたりには野生の猿もいる
ようだ。狩猟期には猪のハンターもいる。
（’９０／０９／２９） 曇り。途中、降ったりやんだり。

7:40
8:08
8:33
8:40
9:15
9:25
10:20
10:33
11:42
11:50
12:03
12:28

12:55
13:25
14:45
15:56
16:43

17:50

竹山
町田
8:14 町田発
本厚木
宮が瀬行きバス発
煤が谷
若い女性の単独と５０代の男女２人、それに俺
出発
小雨模様のため雨具の準備
物見分岐ベンチ ５０代のパーテイは、だいぶ前に追い越し、ここで女性の単独行に会う。
出発
結構、雨が降ってきたが、11:00 頃にはあがり、しばらくするとまた降り出すという不安定な
感じ。ただ、空は明るくそんなに酷くはならないようだ。
例のガレ斜面下 休憩。また、単独行の女性に追い越された。
出発
弁当岩
山頂
先ほどの女性と会う。なんでも月２回くらい行っていて、今日は来週の谷川岳の足慣らしの
よし。
こちらが弁当食べてる間に下山。その後会わず。休んでいると不動尻から靴と雨具はしっか
りしているがザックはおろか水も持っていない小父さんが来て、またもどっていった。
下山
斜面前のベンチ
不動尻
今日は、全く人がいない。前回より下山に２０分も余計にかかっている！
広沢寺温泉
広沢寺温泉－リハビリのミニバスに乗れた。ここでライタを落としたと思いこみがっくり
とする。
小田急本厚木発 ホームで突然話しかけられる。なんでも猿は、今 松田のほうにいるそうだ。ミカンのせい
とのこと。そろそろ、戻ってくる時期との事。ここで、ライタがザックの中で見つかる。
ラッキー！！！
竹山

00048 90-09-29 21:11:14 TYK20258 大山三峰メモ
今日はすかっとしない天気でしたが、登山道の整備が計画されているという大山
三峰に行きました。あちこちで結構厳しいガレた斜面がありますが、以前とそんな
に変わってないという印象でした。でも、下山に２０分程余計にかかってます。
体力の衰え？ 登山道のせい？
小雨で、ずぶ濡れになる程ではなかったですが、この天気では流石に訪れる人も
少なく女性１人と会ったのみです。若い女性が丹沢に来るだけでも珍しいうえに単
独行となるともう天変地異という事で、興味をもちまして話しかけましたら「来週
の谷川岳行きの足馴らし」との事でした。
ところで、今日の経費は
交通費：小田急町田を起点にして往復１１１０円
食事代：いつものおにぎりとゆで卵で無料？
でした。で、要した時間は
乗り物：小田急町田を起点にして往復３時間
歩き ：５時間半
でした。遊びの経済効率を算出する計算式ありましたっけ。
ま、そんな事はどうでもよくて、本題に戻りますと、私は自慢じゃないですが、
花、木、茸と全く区別ができず名前もわかりません。
先週行った三ツ峠にもありましたが、落葉樹になる赤い実（直径が２ｃｍくらい
の赤林檎みたいな色と固さをもっている。で、なんか等間隔に小さな穴が黒くあいいるみたい）はなんでしょうか。図鑑
を引っ張り出してみましたが、わかりません。
ご存じの方教えて下さい。
話はあちこちしますが、下山途中に立派な蝦蟇に遭遇しました。ひょっと足元を
見ますと、登山道の真ん中で目を半眼に開いてこちらを見ているではないですか。
道を開けてくれと頼んでも知らん顔、小石をポンとあてても微動だにしません。こ
いつ死んでいるのかと枝ですくっても泰然自若、いや立派なもので、始終バタバタ
してる自分が恥ずかしくなります。
しりきれとんぼですが、今日の大山三峰行きのメモでした。

ＦＲＯＭ

ＯＳＫ

表題:二の塔～三の塔～烏尾山
.二の塔～三の塔～烏尾山
*[01* 日
付<]'90/10/10＠日付
*[02* 山
系<]丹沢＠山系
*[03* コ ー ス<]二の塔～三の塔～烏尾山
*[04 地図・案内<]２万五千地図 秦野、大山

アルペンガイド 丹沢

［コース］小田急秦野＝ヤビツ峠－富士見山荘－二の塔－三の塔－烏尾山－烏尾尾根－大倉＝小田急渋沢
塔の岳から東南にのびる尾根（丹沢表尾根）を歩く丹沢の代表的なコース。尾根道には木が少ないため見とうしの良
い場所が多く、相模湾，箱根の外輪山の眺望が得られる。また、２の塔から烏尾あたりでは富士山が大きく広がる。一部
ザレ道とか鎖場もあるが、道は明瞭でコースに悩む必要もなく歩き易い。ヤビツ峠側からのコースは高度約７６０ｍが起
点となり、逆コースよりだいぶ楽である。
（９０年１０月１０日） 曇りから晴へ。連れ合いと。
7:13
7:46
8:27
8:33
9:12
9:15
9:46
10:34
10:52

竹山
町田発
秦野着
臨時バス出発
ヤビツ峠着
出発
富士見山荘
２の塔
３の塔

11:32 烏尾山
12:12 下山
13:40 林道
14:30 竜神の水

15:00 キャンプ場
14:07 大倉バス停
15:25 渋沢着

ヤビツ峠行きの定期バスは 8:50 頃。少し早めについたが、臨時便に間に合った。
結構のハイカー。山の主のようなじいさま２人。このバスの前に３便も出ていた。
雨模様で、１２℃かつ風が強く、耳が痛くなる位の寒さ。でも次第に天気は回復。
まだ、曇っていて丹沢三峰は雲の中。
今までで最高の人出。小さい子連れも結構いた。
天気はほぼ回復。相模湾方面は大島、江ノ島とパノラマ広がる。残念ながら富士山は雲の中。
塔の岳までの尾根道と途中の山小屋が明瞭に見える。しかし、塔の岳は雲を被り見えず。
それにしても静止していると寒い。
気温は１２℃のまま。すぐ出発。急斜面のガレは多少手入れされたが、まだ結構こわい。
山荘でビールを買う。途中で、見つけた木の実について聞いたがわからず。３０分の弁当時間。
約３０分くらいは、急斜面を木の根につかまりながら。その後樹齢２０～３０年の桧の中をいく。
結構気持ちの良い道。ついで、ガレた小石のゴロゴロした涸れ沢のような道を行くと林道。
新茅荘。おばあさんひとりで切り盛り。土曜と休日のみとの事。宿泊はやめたとの事。
ここでしばらくだべる。やはり鹿はここらまで降りてくるとの事。熊、猪はいないそうだ。
丹沢名水のひとつ。ここで、なにかを採取している夫婦がいた。若い女性の単独行、両手に
ビニール袋を持っていると思ったら中に空き缶他のゴミ。途中で、若い男の子に会う。
後ろに大きな荷物、おそらく３０から４０Ｋｇ。前にはデーパック。１週間ほど、戸川の源流に
篭もるそうだ。
即、発車。
小田急の中でうるさい小母さん集団。ひょっと見ると山ランをとってきている。もうしおれ
かけている。

16:15 ＪＲ町田着
連れ合いと表尾根ショートコース。
とうよこＮＥＴへのアップ文。
今日は、妻と表尾根ショートコースに行きました。表尾根は、以前にアップしま
したように、蓑毛もしくはヤビツ峠から２の塔、３の塔を経て塔の岳までをいうよ
うですが、途中にいくつものエスケープルートがあります。今回はヤビツから２の
塔、３の塔を通り烏尾山から大倉におりるコースを選びました。
３の塔からヤビツ・蓑毛に引き替えす、３の塔直前から戸川入り口に下りる、烏
尾山から大倉に下るコースはいずれも大体同じくらいの歩行時間になります。相模
湾、富士山と眺望も良いですし、ちょっと行ってみようという時にはお勧めです。
朝の７時半頃の鴨居駅では、まだ曇り空でしたが、晴天の特異日である事に期待
して出発。小田急秦野でヤビツ行きのバスに乗車。相当数のハイカーがいまして、
定刻（８：５５）前に臨時便が出ました。ヤビツ峠までの途中で下りてくるバス３
台とすれ違いました。結構早い時間帯でもバスを利用できるんでしょうね。時刻表
には無く、詳細不明。

途中、小雨が降り出し、ヤビツ峠では雨装束フルコースの人もだいぶいました。
この秋最高の冷え込みでヤビツ峠での気温は１２度、おまけに風が強く体感温度は
随分と低くなり、久しぶりに耳が冷たさで痛くなりました。もっとも紅葉はまだま
だ、全く色づいていません。
今まで、何回か行ってますが、最高の人出で、ヤビツ峠から２の塔、３の塔と人
が連なり、小さな子供連れも随分といました。天候も次第に回復し、空気が澄んで
いるせいか、大島、真鶴半島、江ノ島と相模湾方面の見事なパノラマを楽しめまし
た。残念ながら富士山は雲を被り、時々頂上付近が顔を出す程度です。
３の塔から烏尾山への下りは、急勾配のガレ道で結構こわいですが、一部は補修
され、一時よりは歩き易くなっています。烏尾山荘でビールを手にいれ、約３０分
の昼食タイム。山荘の前に烏尾尾根を通る、大倉への登山道が出ています。
ここは、あまり歩かれない静かな道ですが、今日は結構多くて、我々を入れて８人
に会いました。途中、倒れかけた木を手直ししたり、いろいろ道草を喰って新茅荘
のる林道まで１時間２０分かかりました。最初の２・３０分は、木の根につかまり
急勾配の道を下ります。しばらくすると植林された樹齢２０～３０年くらいの檜の
中を歩く気持ちの良い道になります。やはり、３０分くらいで今度は小石のガラガ
ラした涸れ沢のような歩きにくい道になり、ひとふんばりすると林道に出ます。
新茅荘は、７０歳くらいのおばあさんが土曜・休日だけやっておられます。昔は
宿泊も出来たそうですが、今は食事と休憩のみ。車とかバイクが結構入れますので
それなりに客はいるようです。
ここからは未舗装の林道歩き約１時間です。ここで、背中に多分３・４０Ｋｇの
荷物、前にデイパックをぶら下げた２０代の男性に会いました。なんでも、１週間
ほど戸川の源流にひとりで篭もるんだという事です。色の白い華奢な人ですが、世
の中にはいろんな人がいるもんですね。そういえば、きれいなお嬢さんが、背中に
ザック、両手にビニール袋を持ってきびきびと下山されて行きました。ビニール袋
には一杯の空き缶、ゴミが詰まっていました。後で、お話を伺いたいと思っていま
したが、残念ながら駅で見失ってしまいました。そうかと思えば、駅ではえらく賑
やかな小母さん集団に会い、ふと手元を見ると「きれいだねー」と家内と話をして
いた山ランを一杯持っていました。もう、しおれかけていていましたし、かわいそ
うな事をするもんですね。
ＦＲＯＭ
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表題:二の塔～三の塔～塔の岳～丹沢山～丹沢三峰～宮が瀬
.二の塔～三の塔～塔の岳～丹沢山～丹沢三峰～宮が瀬
*[01* 日
付<]'90/10/21,22＠日付
*[02* 山
系<]丹沢＠山系
*[03* コ ー ス<]二の塔～三の塔～塔の岳～丹沢山～丹沢三峰～宮が瀬
*[04 地図・案内<]２万五千地図 秦野、大山、青野原
アルペンガイド 丹沢
［コース］小田急秦野＝ヤビツ峠－富士見山荘－二の塔－三の塔－烏尾山－行者岳－新大日－塔の岳（１日目）
塔の岳－丹沢山－太礼の頭－エンザンギの頭－本間の頭－松小屋の頭－高畑山－御殿森
－舗装道＝宮の沢＝本厚木
ヤビツ峠から塔の岳にかけて北西にのびる丹沢を代表する表尾根コースを経て、丹沢山から北東に延びる尾根が三峰
尾根で、太礼の頭、エンザンギの頭、ホンマの頭と標高１３００ｍあまりの頭峰が連立している。塔の岳から丹沢山そし
て三峰とブナを主体とする雑木の樹林帯の気持ちの良い尾根道。丹沢山までの道は明瞭で、一部ザレ道とか鎖場、岩場も
あるが、コースに悩む必要もなく歩き易い。三峰尾根には一部崩れたところもあり、下が谷源流にかかる簡易橋もある。
主脈コースよりは短いが、それでも結構歩き出がある。主脈、主陵に比べ登山者は少ないようだ。奥深いかんじで静かな
気持ちの良い山歩きを楽しめる。

（９０年１０月２１日） 晴、メモをなくしてしまった－－－後日出てきた。

7:35 竹山

8:06 町田発
8:55 バス出発
10:03 ヤビツ峠着
10:15 出発
11:42 ２の塔
12:00 ３の塔

蓑毛から歩く予定であったが、野鳥の会のリーダの田村さんと会い、ヤビツまで同行してしまう。
赤い実は山法師であると教えてもらう。それにしてもすごいハイカーの数だ。
のんびりとコーヒを飲む。大山の地図を買ってコースを聞いていた小母さんが、２の塔方面に歩
きだしたので追っかける。
全体に霞が少し、相模湾方面は大島が見えない。富士山も雲はないが稜線が少しぼやける。
塔の岳までの尾根道と途中の山小屋が明瞭に見える。ここで、食事にする。それにして
もすごい人出だ。遠足組もいるようだ。大部分はここで引き代えす雰囲気。なんたら指導員
までいた。急斜面のガレはだいぶ手入れされたが、まだ結構こわい。

食事
烏尾山
すどうり。
行者岳
かいさく茶屋
新大日茶屋
木の又小屋
きれいな小屋。２食で３５００円。0463(88)1483 。但し、周りは木が茂っており、見晴らしは
なし。このままだと早くつきすぎるので３００円のコーヒを飲む。
14:45 塔の岳
しばらく、トイレに行ったり山頂に座ったり、時間をつぶす。15:00 に小屋に入り、家に電話する。
やはり客は少なかった。土日は小屋番の人が「寝れなかったのでは」という程多かったらしい。
持って行った陸地処分のレポートを読む。まだ時間があったので日誌というか落書き帳をじっく
りと読んだ。
４時すぎに「きのこ」をもった中年男性がきた。ユーシンに車を置いて登ってきたらしい。
しばらくだべった後、下山して行った。途中で暗くなったんじゃないかな。
しばらくすると、登山道整備の作業者２０名くらいが戻ってきた。蛭ガ岳までの道を整備し
ているらしい。雨で工期が延び、下 着もないし、もちろん風呂なんて無い。かいくてたまらん
といっていた。
日没頃は空気も澄んできて富士山の稜線がくっきりとしてきた。丁度、富士山の後ろに太陽が
沈む。
17:30 夕食
今日は、豚汁に一皿の副食、味噌汁と豪華版。もっとも７０歳くらいのおじさんは、北アルプ
スに比べて悪いとぼやいていたが。ご飯のおかわりもでき満腹。同宿は、作業者は別にして、
６名と俺。写真の人とロビーにひきあげダベル。他の人は、７０歳のおじさんにつかまって、
話が弾んでいるようだ。８：００前には夜景が見事になる。まだ食堂でだべっている人達に
教えて２階に引き上げる。で、結局、寒いという事で彼らも２階にきて窓から夜景見物をする。
２階はがらがらで、ひとり寝ているかんじ。
24:00
もすごい風。なにかが小屋の壁にあたる音で目覚める。外はガスで真っ白。
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
5:30 起床
すぐ外へ出る。日の出は 5:50 頃。もうあたりは明るくなりかけているが、ガスで何も見えず。
風は少し弱まったとはいえ相当吹いている。今日の予定に悩む。
6:20 朝食
山番のおにいさん、サボッテ食事が遅くなる。食後、大学生（？）と話をして、やはり三峰に
行く事にする。
6:43 出発
7:43 丹沢山
鹿の鳴き声するが、姿は見えない。みやま山荘前で、後から出てきた大学生ともうひとりの若者
が追いついてきた。みやま山荘は無人で、使用者はお金をいれてくれとの掲示。
ヒマラヤに行っているそうな。出発すぐのところで、リスに会う。写真とれなかった。
8:34 太礼の頭
先に行った大学生と会う。ぶなの樹林帯の中を歩く。アップは思ったほどきつくない。
9:03 丸山木の頭
9:38 本間の頭
途中、結構アップがきつかったが、距離はそんなではない。途中、２００ｍくらい先を鹿が逃げ
て行った。
大学生は、ずっと先にいったようだ。流石に平日の登山者はいないようだ。きっと入山者は
２人だけだろう。
10:20 水場
水場まで往復３０分の鞍部
高畑山
ここまでは、結構あった。アップは殆ど無いがそろそろ疲れてくる。ところどころくずれた斜面
歩きがあるが、こわいという程ではない。
12:14 御殿森
途中、蛭に注意の場所があった。ここで、軽食を食べる。
宮の沢
結構、長い下り。バスの時間が気になり、スピードアップ。心配した膝は大丈夫のようだ。
12:50 車道
バス停
大学生に会う。どうも３０分以上俺より早かったようだ。
12:57 バス出発
12:25
12:52
13:12
13:37
13:40
14:10

１０
１１
１２
１３
１４
１５
１６
１７

平日
５７
５７
５７

休日
３７、５７
３７
０７、５７
なし

０２
０７
０２
０２

０２、３２
０７
０２、３２
０２

TITLE : ☆丹沢三峰
ただいま（１０／２２、ｐｍ３：００）帰ってきました・・・なんて程おおげさ
なもんではありませんが、昨日から丹沢に行ってました。表尾根経由で塔の岳、翌
日丹沢三峰で宮が瀬下山コースです。
小田急秦野駅からヤビツ行きのバスは８：５５に出ます。ハイカーが多いと、そ
の前後に臨時便が出ますが、いずれにしてもヤビツ峠から表尾根経由で塔の岳まで
だと、のんびり歩いても４時間前後で、到着が２時過ぎになってしまいます。１泊
するには到着が早すぎますので、蓑毛からヤビツまで更に約１時間歩こうと、鴨居
駅を７：４５といつもより遅く出発しました。
ところが、どういうわけか、秦野駅でヤビツ行きに間に合ってしまいました。バ
ス停で野鳥の会の集団に遭遇しまして、その幹事が会社の同僚で、ヤビツまでバス
で行って大山に行くとの事。ついついつきあってしまいました。
話はかわりますが、以前に直径２～３ｃｍくらいの球形で、リンゴの小型みたい
なかんじで赤い実ですが、表面に黒い斑点がある木ノ実の名前がわからないとアッ
プしましたが、その同僚に聞きましたら、あっさりと「山法師だよ」と教えてくれ
ました。
結局、ヤビツ峠に１０時頃到着してしまいました。ぼーっと座り込む、途中の山
小屋でコーヒーをもらう等々、適当に時間つぶしをしましたが、塔の岳には１４：
４５に着いてしまいました。天候には恵まれましたが、富士山も相模湾も春のよう
に霞がかかったかんじです。１０月１０日には、大島がくっきりと見えましたが、
今回は影も見えない。
持って行った仕事の書類に目をとおし、対応案を検討（我が研究所の人、このネ
ットに入っているかな？、ここを是非見て欲しい！！）
。この後、山小屋のメモ帳
（尊仏日誌）をながめる。８９年からの分がありまして、いろんな書き込みがされ
ていました。
なかに「くろべえ」という名前もやたら出てきます。
「うんっ、とうよこの・・
・！？」と思い、読んでみますと、どうも「犬のくろべえさん」のようで、もう２
０回ほど塔の岳からその奥まで遊びにきているようです。他に、これで９３６回目
だとか、７１歳の方で４４７回だなんて書き込みもありました。こういった人の書
き込みを調べてみますと、３～５日に１回は来ているようです！！
それはともかく、塔の岳から見る東京、横浜、秦野方面から小田原、遠くは千葉
の夜景は見事ですよ。これに、富士山の裏への日没、東京湾からの日の出となかな
かの眺望を誇っています。残念ながら、夜中の１２時ころからガスが出始め、つい
でにものすごい風が吹きはじめました。台風でもきたのかというくらいの風でした。
にもかかわらず、ガスはそのままで、ついに日の出は全く見られません。
諦めて、７時前に丹沢山－丹沢三峰目指して出発です。それにしても、風のせい
もあって寒い。鹿の繁殖期で「ピーッ」という鳴き声はしますが、なかなか遭遇で
きず、１００ｍ程先を慌てて逃げていく１頭に会っただけです。丹沢山から丹沢三
峰の間は、ぶなを中心とした雑木林に囲まれた（従って、眺望はありません）気持
ちの良い尾根道です。もっとも、丹沢三峰は結構アップダウンがあり、塔の岳－丹
沢山１時間丹沢山－宮が瀬５時間ほどの歩行になります。疲れた。
ＦＲＯＭ ＯＳＫ

表題:金時山
.金時山
*[01* 日
付<]'90/11/03＠日付
*[02* 山
系<]箱根＠山系
*[03* コ ー ス<]金時山
*[04 地図・案内<]２万５千地図：関本

るるぶ関東周辺ハイキングガイド

［コース］小田急小田原*(湖尻行)*仙石－矢倉沢峠分岐－金時山－足柄峠コース合流地点－夕日の滝－地蔵堂*新松田
箱根外輪山の最高峰（１２１２ｍ）で、山頂下４～５００ｍあたりから急勾配に飛び出しており、ひときわ目だつ山で
ある。この山容から以前は猪鼻ガ嶽と呼ばれていた。登山コースはいくつかあり、箱根側から３コース、関本側から４コ
ースある。矢倉沢峠方面を除きどのコースも急勾配で大石の中を鎖を頼りに登っていく。関本方面から登り足柄コースと
の合流点は富士山の眺望が素晴らしい。山頂は、岩がゴツゴツ露出しており、案外と狭いが、２軒の茶屋がある。足柄方
面の茶屋が金時茶屋として有名。頂上は遮るものがなく見晴らし良好。富士山が前面に開け裾野全域を見渡せるかんじで
ある。左方面には芦ノ湖。但し、外輪山を見渡す雄大さは明神ガ岳のほうが優る？
（９０／１１／０３）晴。連れ合いと紅葉は今日を逃がすとチャンスがないという事で出発。
残念ながらこの１週間暖かかったせいか、まだ一部で色づき始めたというところ。
最盛期は、後２週間後か。
7:00
7:15
7:36
8:36
8:50
10:05
10:15
10:46
11:35

12:30

13:36
14:44
14:58
15:12
15:35
16:31

竹山発
鴨居発
町田発
すごい人出。通勤ラッシュの最盛時なみ。新松田でだいぶ降りた。
小田原バス停４番着 ３５分にバスが出たようだ。
湖尻逝きバス発車
仙石着
仙石原の手前。高度約６００ｍ。
登山開始
矢倉沢峠までは思ったほど人がいなかった
矢倉沢峠
８７４ｍ。ここから人が次第に増え出す。
金時神社からの合流（１０１０ｍ）から、急増。
山頂
多少雲はあるものの、まあまあの晴天。芦ノ湖、富士山と眺望もＯＫ。山頂は、もう人でぎ
っしり。ちょっと下がった前回休んだ場所の近くに腰をおろす。小学校２・３年くらいと
思われるうるさいガキの２・３０人集団がいて、崖みたいな所は走るは、ゴミは捨てるは、
石は投げるはで辟易した。付き添いのサッカーの指導員も親も別のとこに集まって放任。
そのうち我々のすぐ横で子供のひとりが落っこちて頭を打つ。すごい音がして、頭からも
出血。まわりは、それみたことかという感じであったが、ほってもおけず付き添いの人を
呼ぶ。
。まあ、すぐ泣いていたから大丈夫だろ。それにしても、暖かくて、１時間も山頂
にいた。
下山
鎖場、はしごと結構歩きにくいうえに、登り下りともラッシュで動けずえらく時間が
かかった。
足柄峠合流前で、悪ガキ集団に会う。もう今度は木登りをしてぎゃあぎゃあ騒いでいた。
ほうほうの態で追い越す。しばらくするとぎゃあと泣く声がしていたので、また何かやら
かしたんだろう。
キャンプ場入り口
夕日の滝
前回と違って、ここも結構の人で。４７０ｍ。
出発
地蔵堂バス停着
バス発
前の記録より５分速くバスが出ているようだ。
新松田発
17:30 ＪＲ町田着

TITLE : ☆金時山 メモと紹介
今日３日の夜から天気が崩れ始めるとの予報で、紅葉見物も今日が最適かなと
思って、ワイフと金時山に出かけました。しかし残念ながら、このところ暖かい
日が続いたせいか、まだまだとでした。全山が赤く燃えるといったかんじではな
く、結構色づいたところもところどころありますが、平均的にはもみじの上の方
の葉が少し赤くなってるかなといったところです。２週間後くらいがよさそうで
すね。
一度、連休の日に明神ガ岳を箱根に降りて強羅に行った事がありますが、もの
すごい人々、登山鉄道でロープ規制されました。これに懲りて、今回は箱根の仙
石から登り、夕日の滝・地蔵堂に下山して新松田に出ました。

金時山は、みなさんご存知の余りにも有名なハイキングコースですが、箱根外
輪山の最高峰（１２１２ｍ）で、山頂下４００～５００ｍあたりからポコンと突
き出したひときわ目だつ山です。で、この山容から以前は猪鼻ガ嶽と呼ばれてい
たそうです。コースはいくつかあり、箱根側から３コース、関本側から４コース
あります。山頂には岩がゴツゴツと露出してまして、以外と狭いですが、茶屋が
２軒あります。一方は、金時娘で有名な金時茶屋です。足柄峠方面から（への）
コースは、結構急勾配で鎖・ロープが頼りといったところもあります。この道が
ハイカーの数の割には狭くてすれ違いに時間がかかります。ハイキングコースと
いう事で小さな子供も、始めてみたいな女性もいまして、動けなくなったりして
います。 芦ノ湖、箱根、富士山の眺望は素晴らしいです。特に富士山は大きく
迫ってきまして、裾野まで見渡せます。
小田原から仙石までは、駅前の４番バス停からでる湖尻行きに乗って、仙石バ
ス停で下車です。箱根湯本を越えるまで、渋滞しますが、約１時間です。仙石か
らバスは左折して行きますが、登り口はまっすぐ２００ｍくらい進むと、右に登
山口が分岐しています。これを登ると矢倉沢峠経由での金時山コースとなります。
１時間半程のコースです。途中、大部分は、箱根の町、神山、明神への尾根を見
渡せる気持ちの良い道です。
今日の山頂は、もう足の踏み場もないくらいの混雑でした。山頂の２ｍくらい
下の岩が定席でして、今日もそこでビールを飲みながら景色を楽しみました。暖
かくて山頂に１時間ぼーっと座ってました
それにしても小学校２・３年生でしょうね、２・３０人のサッカークラブの連
中がいて騒がしいのなんの。足を踏み外すと、まっ逆さまの岩で暴れるは、下に
石を投げるは、ゴミは捨てるはで、周りのハイカーはイライラしてました。付き
添いの指導員とか母親連中は自分達で固まって全くの放任。どなりつけてやろう
と思った矢先に、すぐ横でひとりの子が岩を２ｍくらい頭から落ちてしまいまし
た。結構、ごつんという大きな音がして、血も流してます。まあ、すぐ泣きだし
たから大丈夫でしょうが、
「それ見たことか」というわけにもいかず、付き添い
の人を呼んで引き渡しました。
山頂を横切って下りますと足柄峠方面になります。この下山道が結構きついし、
登り下りのラッシュで立ち止まっている時間がかなりあります。なんだかんだで、
今日は夕日の滝まで２時間１０分もかかりました。大体、３・４０分余計にかか
ったとい思います。
足柄峠から、右に分岐する道が夕日の滝に出る道です。途中、林の中を行く踏
み跡程度のコースに出る分岐もありますが、今回は敬遠して普通の登山道を下り
ました。
夕日の滝には、殆ど下ったところで、右にあるキャンプ場を横切って行きます。
片道１０分くらいです。ここから地蔵堂のバス停まで１５分くらいです。
バス時刻の目安
１４： １２
？？
１５： １５ ４０ ５５
１６： １３ ２７
（今日は、１５：１０、１５：３５に発車しました。従って、上記はあく
まで目安です）
約１時間で新松田に到着します。
ＦＲＯＭ ＯＳＫ

表題:鍋割山
.鍋割山
*[01* 日
付<]'90/11/11＠日付
*[02* 山
系<]丹沢＠山系
*[03* コ ー ス<]鍋割山
*[04 地図・案内<]２万五千地図 秦野、大山

アルペンガイド 東京周辺ワンデイ・ハイク

［コース］小田急渋沢＝大倉－西山林道－表丹沢県民の森－二股－後沢乗越－鍋割山－小丸－大丸－金冷やし
－大倉尾根－大倉＝小田急渋沢
塔の岳直下の金冷シの頭から西の延びる尾根を鍋割山稜といって、大丸，小丸をへて代表的なピークの鍋割山約１２
７０ｍにいたる。大倉尾根から入るコースと後沢乗越より北上するコースがある。後者は、登山者の多い大倉尾根に比べ
て静かである。途中、県民の森，登山訓練所をへて二股より沢を横切って植林の中を後沢乗越にいたる。ここからカヤト
の中の登りとなる。ゆるやかなピークを二つ越すと山頂。山頂には鍋割山荘があり、宿泊も可。塔の岳にいたる鍋割山稜
はぶな林の中の気持ちの良い尾根道。
（’９０・１１・１１） 快晴。連れ合いと紅葉狩。昨晩は風邪の熱で汗でびっしょりになったが、大丈夫かな？
7:12
7:12
7:44
8:30
8:48
8:55
9:12
10:05
10
10:58
12:16

13:07
13:16
13:57
14:07
14:19
15:18
15:45
16:26
16:50

竹山
竹山
小田急町田着
7:46 町田発
渋沢発
大倉着
約３００ｍ。丁度、満席くらいの登山客。
出発
西山林道
流石に、いつもより人が多い。車もやたら多かった。
林道の終点、沢を渡った広場。途中、橋の方から大勢のハイキングという程の身支度のない集団がくる。
どうも、この沢でバーベキューらしい。
後沢乗越
約８４０ｍ。いつもと違って、周り結構、人がいた。ここからしばらくいいた尾根で富士山が
見え始める。雑木の陰になるが、なかなかの眺望。肝心の紅葉はまだまだ。
山頂。
富士山を前に食事。やたらに暖かい。途中で、一緒になった若夫婦と双子の家族が前で食事の支度。
子供も登山靴をはいており、家族で本格的に山に取り組んでいるようだ。なんとなく、風邪はなおり
そう。
出発
小丸
大丸
１３００ｍくらいある。
金冷やしの頭 ここからは、ラッシュだ。
花立山荘
開いていた。
駒止め茶屋 ラッシュで少し速足でおりてしまった。
丹沢名水
大倉バス停 すごい人。広場を１周して、道路までならぶ。
バス発
１台見送って、次の臨時便にぎりぎり乗れた。

渋沢で電車を待つ間に飲んだウィスキのせいか、電車の中で気分が悪くなる。もう少しで吐きそうになるし、目の前が暗
くなって倒れそうになるし、まいった。小田急の事故のあおりで相模大野手前で停止しっぱなしになるし。！！！
TITLE : ☆鍋割山メモ
１１月１１日、予定どうり紅葉見物を目的にワイフと鍋割山に行ってきまし
た。これで、表尾根－烏尾山、箱根の金時山と３度目の正直ですが、今年は暖
かいせいか、紅葉はいまいちでした。おそらくこれから２週間はしないと駄目
でしょうね。
それにしても１０日の夜は、風邪で熱が出て大汗をかいた後なもので、山に
いる間はＯＫでしたが、帰りの小田急の中で気分が悪くなり、こたえました。
もっとも、電車を待っている間に飲んだウイスキーがいけなかったのかも？
で、鍋割山は、前にもアップしましたように、隣の塔の岳に比べてハイカー
も少なく、静かな山歩きができる筈・・・でしたが、多かったですね。流石に、
騒がしい人達はいなかったですが。
今回は、大倉から西山林道をとうり、二股から後沢乗越を経て鍋割山頂に出
ました。これで５回目くらいの訪問だと思いますが、初めての快晴で富士山が、
その手前には檜洞山、蛭ガ岳がくっきりと望めて素晴らしかったです。こんな
に眺望がいいとは、今日まで知りませんでした。いつもガスの中だったもので。
大倉から３時間半の歩きがいがありました。山頂の鍋割山荘でもとめたビール
を楽しんだのはいうまでもありません。
帰りは、この方面はじめてのワイフを連れていましたので、ハイライトコー
スの小丸、大丸を経て大倉尾根の金冷やしに出る尾根道を選びました。この尾
根道は、ぶな林の中を行く気持ちの良い道です。もっとも葉は全部落ちていま

して、紅葉見物には適当でないようです。金冷やしから約３０分で塔の岳山頂
に往復できますが、体調を考えて下山する事にしました。もっともこちらから
眺めた塔の岳山頂は人があふれているようでしたが。というわけで、塔の岳と
鍋割山からの下山者が合流するため、大倉尾根の下りはラッシュでした。登っ
てくる人も相当いましたので、今晩の尊仏山荘はすごいでしょうね。
さて大倉尾根を２時間ちょっと下りると大倉バス停です。大倉高原・山の家
のほうに行って、丹沢名水を汲んだ後、バス停まで急ぎましたが、これがすご
かった。大倉のバス停は、広場になっていますが、これをぐるっとまわって、
車道までバス待ちの人が並んでいます。こんなのは始めてです。ひとバス見送
って臨時便にやっと乗車できました。
ＦＲＯＭ ＯＳＫ

表題:仏果山～経ガ岳
.仏果山～経ガ岳
*[01* 日
付<]'90/12/02＠日付
*[02* 山
系<]丹沢＠山系
*[03* コ ー ス<]仏果山～経ガ岳
*[04 地図・案内<]二万五千地図：厚木、上溝

ｱﾙﾍﾟﾝｶﾞｲﾄﾞ丹沢（山と渓谷者）で十分

［コース］小田急本厚木＝（半原行）＝野外指導センタ前－松葉沢沿い－仏果山－秋葉山－八州峰－半原越－経ガ岳
－半僧坊前＝本厚木＝町田
仏果山は 747ｍ、経ガ岳は 633ｍと低山の尾根を歩くハイキングコース。標高はそれ程でないが、仏果山には鉄製の
展望台があり、丹沢山系か ら関東平野に広がる 360 度のパノラマが得られる。経ガ岳も丹沢方面の展望良好。また、コ
ースは関東ふれあいの道に指定されおり、丹沢にし ては大山、表尾根の超例外を除き訪れる人が多い様である。
（’９０／１２／０２）
8:06 竹山
8:24 鴨居発
8:45 町田ホーム。
9:06 本厚木バス停発
9:40 野外教育センタ前
11:15 仏果山頂上

11:45 下山

12:14
13:01
13:22
13:35
13:57
14:19
14:44
14:46
15:58

ベンチ
経ガ岳入り口
経ガ岳山頂
下山
林道
堰堤
半僧坊バス停
バス発
町田

快晴。風はあるもの異常に暖かい。
春みたいに霞んでいて丹沢方面、富士山が冬のようにはくっきりしていない。
8:46 電車。
バスのコース２種類。新道は野外教育センタ前、旧道は撚糸組合前。
下車、すぐにＵターンする感じでで左側の坂を登る。すぐ下りになり、前の松葉沢沿いの道
に出る。
途中、ミズキの名札の付いた木があった。なんでも春に幹に耳を当てると水の流れる音が
するそうだ。
展望台で丹沢の各山名を確認。大山、塔の岳、丹沢山、右寄りに蛭が岳があり、その手前
に棚沢の頭。三峰が手前に下がってきて、宮が瀬大橋。今日は、かすかに大島も見えた、
新宿は霞んで見えたが、ベイブリッジは駄目。
経ガ岳から大山を中心とする一帯も山岳修験者の霊場だったとの事で、東の方にある八菅神社
に入峰者の名前、位、入峰回数などを記載した古文書が残っているそうです。例によって、
役の小角が出てきまして、７０３年に八菅山に来てからこの地を起点として大山まで
七宿三十カ所を約４９日で修行したそう。
ベンチのある広場。経ガ岳の北面の紅葉が日光に映えている。
子どもの集団がいたので、休まず。鎖場で老夫婦が苦労。
山歩きの大好き、足が自慢の青年に会う。

14:30

まで堰堤の上で休む。

TITLE : ☆仏果山～経ガ岳メモ
ハイキングコースですが、２０日ぶりに丹沢の東はずれにあります仏果山～
経ガ岳に行ってきました。
両山とも丹沢山地の北東の端に位置する約７００ｍくらいの山です。約５時

間くらいの手軽なハイキングコースで関東ふれあいの道になっています。仏果
山から半原越の尾根道が細くて両側とも崖になっている点と半原越から経ガ岳
への登りの途中に鎖場がある点くらいが多少厳しいくらいです。
小田急本厚木駅前で半原行きのバスに乗車、３０～４０分で登山口手前のバ
ス停に到着です。
土曜
休日
９：０５、１５、４０、５５
９：０５、１５、２５、４０、４５、５５
以前は愛川町の中を通る旧道の撚糸組合前で下車のコースのみでしたが、最
近は旧道に平行した道を通るコースもありまして、その場合は野外教育センタ
前で下車します。旧道の場合は、バスの進行方向すぐの所を沢沿いに左折しま
す。新道の場合は、バスの進行方向に対しＵターンする感じで坂を登ります。
すぐ下りになりまして、旧道からの沢沿いの道に出ます。
沢沿いに舗装道を登りますと昔の木造小学校の校舎のような糸工場に出ます。
江戸時代から盛んで絹糸では全国の８割を占めるそうです。工場をとうりすぎ
て暫く行くと指導標があります。もっとも今はダム工事の影響で通れず、もう
少し先まで行くように表示されています。それに従って左に山道を登りはじめ
て約１時間半で仏果山の山頂につきます。
仏果山の山頂には鉄製の展望台がありまして、丹沢山系と関東平野の３６０
度にひろがる展望が得られます。今日は台風一過で、きれいに晴れてはいまし
たが、春のように薄い霞がかかっていました。それでも、新宿の高層ビルから
江ノ島、大島が見られました。西側には、大山、塔の岳、丹沢山、蛭ガ岳とひ
ろがり、手前に下ってくる丹沢三峰と下りきったところに宮が瀬の大橋が見え
ます。北側遠くには秩父山系がひろがります。
それにしても、とても１２月とは思えない暖かさで、シャツ１枚を腕まくり
して座っていられました。山頂には３０人くらいもいたでしょうか。ここは、
丹沢にしては結構ハイカーの多いところですが、やはり暖かいせいでしょうね、
いつもより大勢でした。
途中、ミズキと名札のさがった木がありまして、春に幹に耳を当てると水の
流れる音が聞こえるそうです。
仏果山からは、頂上を横切るように向こうがわにでて、右に分岐する野外訓
練センタ・高取山への道を見送り、道なりに急勾配を下ります。すぐ両側が崖
になった尾根道になります。途中、秋葉山（標識はありますが、山頂とは思え
ないようなところです）
、左へ分岐する馬渡方面への道を見送り直進しますと
ベンチと鹿よけのフェンスのあるところに出ます。この後すぐ（仏果山から約
３０分）で半原越方面への分岐に出ます。木の階段のある急勾配の道を右に下
ります。以前あった標識がなくなり、右に分岐したところの立木に赤いテープ
がくくりつけてあります。そのまま直進する道があるので、間違えやすそうで
す。
分岐から約３０分で舗装された林道に出ます（半原越）。林道を横切れば、
次の経ガ岳への登山口です。約２０分で山頂ですが、結構きつい登りで途中鎖
場もあります。急勾配のザレ道ですべりやすいですが、鎖を使わなくても４つ
足で登れます。老夫婦がえらく苦労していました。
山頂近くに経ガ岳のいわれを記載した看板と教典を入れたという孔のある大
きな岩が道をふさぐようにあります。この山頂からも丹沢山系が見渡せます。
ここには、２（３？）等三角点がありまして、大きな櫓の立っている時があり
ました。
経ガ岳から大山を中心とする一帯も山岳修験者の霊場だったとの事で、東の
方にある八菅神社に入峰者の名前、位、入峰回数などを記載した古文書が残っ
ているそうです。例によって、役の小角が出てきまして、７０３年に八菅山に
来てからこの地を起点として大山まで七宿三十カ所を約４９日で修行したそう
です。それにしても役の小角と弘法大師はいたるところに出てきますね。
さて、下りは山頂をとうりすぎて道なりに下って行きます。山頂すぐのとこ
ろに右に分岐する道がありますが、そちらは華厳山・高取山方面へ行ってます。

右下にゴルフ場を見ながら下ると鹿柵があり、これをくぐって右側の山腹に
ついた道を下りますと林道に出ます。これを右斜めに横断するとまた山道にな
ります。下っていくと堰堤に出ます。ここで沢を渡ります。水量はちょろちょ
ろといった感じで、運動靴程度でもＯＫですが、雨の後は増水している事があ
ります。
私の好きなところのひとつで、雑木に囲まれた静かな空間で、せせらぎの音を
聞きながら、休憩します。山頂から約４０分です。
この後は、すぐ林道そして車道です。車道を左方向に横切ると旧道と新道の
分かれたところに出まして、堰堤から約２０分で半僧坊バス停につきます。冒
頭に書きました愛川町の旧道と新道の分かれ道のところで、従ってバス停もふ
たつあります。バスの本数は旧道の方が多いそうです。
旧道のバス停（半僧坊）時刻表

１４：
１５：
１６：
１７：

平日
５６
３６、５６
１１、２１、３６
０７、２１、５６

休日
４６、５６
２６、３６、５１
０１、２１、３６、４６
０３、２１、３６、５１
ＦＲＯＭ

ＯＳＫ

表題:蓑毛～二の塔～三の塔～塔の岳～鍋割山
.蓑毛～二の塔～三の塔～塔の岳～鍋割山
*[01* 日
付<]'90/12/16,17＠日付
*[02* 山
系<]丹沢＠山系
*[03* コ ー ス<]蓑毛～二の塔～三の塔～塔の岳～鍋割山
*[04 地図・案内<]２万五千地図 秦野、大山、青野原

アルペンガイド 丹沢

［コース］小田急秦野＝蓑毛－ヤビツ峠－富士見山荘－二の塔－三の塔－烏尾山－行者岳－新大日－塔の岳（１日目）
塔の岳－鍋割山－後沢乗越－大倉
ヤビツ峠から塔の岳にかけて北西にのびる丹沢を代表する表尾根コースを経て、丹沢山から北東に延びる尾根が三峰
尾根で、太礼の頭、エンザンギの頭、ホンマの頭と標高１３００ｍあまりの頭峰が連立している。塔の岳から丹沢山そし
て三峰とブナを主体とする雑木の樹林帯の気持ちの良い尾根道。丹沢山までの道は明瞭で、一部ザレ道とか鎖場、岩場も
あるが、コースに悩む必要もなく歩き易い。三峰尾根には一部崩れたところもあり、下が谷源流にかかる簡易橋もある。
主脈コースよりは短いが、それでも結構歩き出がある。主脈、主陵に比べ登山者は少ないようだ。奥深いかんじで静かな
気持ちの良い山歩きを楽しめる。

（９０年１２月１６日） 曇り
7:53
8:24
9:05
9:22
10:41
10:50
12:17
12:35

12:55
13:21
13:49
14:16

竹山
8:03 鴨居
8:20 町田着
町田発 9:02 秦野着
バス出発
ハイカー数人
蓑毛着 9:30 出発
ヤビツ峠
何人かのハイカーがいたが、全員大山へ。表尾根方面は俺だけ
出発
２の塔
３の塔
頂上工事中。避難小屋なくなっていた。少し雪もぱらつき、寒い。５℃くらいだが、風が強く、
日も射さないためふるいあがった。ここにうるさい小母さん集団４人がいた。この後、塔の岳
まで前後しながら。
出発
烏尾山
13:28 まで休憩
行者岳
おばさんに追いつてしまった。すどうりする。
かいさく茶屋 開いていた

14:38 新大日茶屋

ここは、いつもクローズ。休んでいる間に小母さんくる。
この後、途中から霧氷。
15:03 木の又小屋
左の斜面に鹿（父子？２頭）
。警戒はしていたが、途中までしか逃げない。小母さん達が来
たので、教えたら、あまりにもうるさいせいか逃げられた。
15:50 塔の岳
なんとか時間を調整してこんなんもの。途中の霧氷は見事だ。斜面から尾根にかけて枯れ枝
が白い花で満開。霧氷のトンネルもあった。泊まりは、後ひとりのおじさん－昨年か一昨年
に定年との事。故郷の秋田にもどっているが、こちらにも家があるようだし、息子の社宅が
都内。これらをつかって、あちこちの山へ１０日間とかやっているそうだ。
みやま山荘の小屋番もきていた。
18:00 夕食
今日は、おでんに一皿の副食。同宿の小父さんは自炊。結局、土間でだべりながら食べる。
ちゃわん酒をご馳走になる。昔の小田急の計画とか、丹沢の今後とかいろいろ面白い話を聞い
た。小屋番のお兄さんは、ここら一帯の山小屋の持ち主：山岸さんの孫娘の婿さん。
ガスで日没は駄目。富士山のシルエットがちらっと見えた。夜景もまあまあかな。少しかす
んでいる。腰が痛くなってきた。ねてても治らず、恐怖。担架で運ばれる夢を見てしまった。
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
－－－－－－－
6:00 起床
日の出は 6:40 頃。もうあたりは明るくなりかけている。富士山もくっきりと今日は快晴で、
空気も澄んでいる。南アルプスから八つも稜線がくっきり。すばらしい日の出を堪能できた。
7:00 出発
腰痛の不安の中、出発
7:15 金冷やし
なんとかいけそうだという事で、鍋割りの方にはいる。
7:28 大丸
7:48 子丸
8:12 鍋割山
全く、人の気配無し。トイレを借用。座ると立ち上がるのがつらい。
8:27 出発
9:29 後沢乗越
9:36 出発
10:01 ミズ七沢
長尾国有林の看板のあるところ。暗い植林の中、沢の中をすぎたところ
10:22 河原
いつも登りの時に休むところ。本当に腰が危ない
10:47 出発
風邪薬を飲む
11:40 大倉分岐
西山林道と大倉への分岐
11:57 大倉バス停
12:20 バス発
TITLE : ☆蓑毛－塔の岳－鍋割り
あいもかわらずですが、１２／１６，１７と蓑毛からヤビツ経由表尾根を通
って塔の岳に行ってきました。１０月下旬に行った時に比べて、流石に冬とい
う感じでした。
１２月からは秦野からヤビツ峠いきのバスがなくなり、途中の蓑毛止まりの
バスが１時間に２本出ています。２０分くらいで、蓑毛に到着、マスの薫製を
製造販売している店をすぎると山道になります。約１時間でヤビツ峠に到着、
バスで一緒になった数人のハイカーは、大山にむかい、表尾根に入ったのは私
だけでした。
２の塔、３の塔までは全く人の気配もなく、
「シーン」という音が聞こえて
くる感じです。蓑毛から約３時間で到着した３の塔は、ガスにつつまれたうえ
風も強くて、これまでの暖冬に馴れた身体にはこたえました。それでも５℃く
らいなんですが、風のせいでしょうね。ここで、小母様４人連れに遭遇し、結
局前になったり後になったりで塔の岳まで一緒になりました。いやーっ、賑や
か！！。ピークのひとつ、ふたつはふっとばして、ものすごい笑い声の攻撃。
あ、それはそうと３に塔にあった小屋がなくなり、工事中でした。何ができる
のか楽しみです
ヤビツ峠から塔の岳は、４時間ちょいで着いてしまいますので、あっちの斜
面こっちの斜面とほっつきながら時間稼ぎをしてましたら父子家庭の鹿２頭と
遭遇しました。こちらを警戒はしているんですが、逃げもせず遊んでもらって
ました。で、仏心をい出して、とうりかかった先ほどの小母さん集団を呼んで
あげたのが敗因。あいもかわらぬ大声に雲を霞と逃げられてしまいました。
塔の岳手前から、谷からの風とガスで見事な霧氷ができていました。斜面か
ら尾根にかけてあたり一面白い花が満開です。この花のトンネルをくぐると塔
の岳です。ところで、霧氷は枯れ枝にしかつかないんですね。緑の部分は、暖

かいせいでしょうか。
一時晴れるかなと思わせた天候も、ちらと富士山のシルエットを見せてくれ
た後は、ガスと雲で覆われ、残念ながら日没は楽しめませんでした。同宿は去
年か一昨年に定年になられたという小父さんひとりです。定年後は秋田にもど
られたそうですが、こちらにも家があるようで、あちらこちらの山を歩かれて
いて、いろいろと教えて頂きました。
小屋のお兄さんに、コップ酒をご馳走になりながら「とうよこＮＥＴ」のＰ
Ｒをしっかりとしておきました。ひょっとすると、山行きボードのプロのＳＩ
ＧＯＰを確保できるかも？？！！
どういうわけか、持病の腰痛が出てきまして、夜は担架でおろされる夢を見
てしまいました。
さて、本日（１２／１７）の夜明けは、素晴らしい晴天です。日の出をしっ
かりと楽しめました。大気が澄んでいて、富士山はもちろん、南アルプスから
八ヶ岳の稜線がくっきりと見えました。
腰の痛みをかかえて悩みましたが、結局当初の予定どうり鍋割山経由で大倉
まで下山しました。月曜の朝という事で、全く人もおらず、静かなものでした。

ただいま湿布とコルセットで療養中のＯＳＫでした。

表題:ヤビツ峠～大山
.大山
*[01*
*[02*
*[03*
*[04

日
付<]'91/01/05＠日付
山
系<]丹沢＠山系
コ ー ス<]大山
地図・案内<]

［コース］ 小田急秦野＝蓑毛－ヤビツ峠－大山頂上－雷の峰分岐－見晴らし台－２重の滝－阿夫利神社下社
－ケーブル＝小田急伊勢原
約 1200 年前、良弁大僧正によって開山。別名 阿夫利山または雨降山。標高 1252ｍ，表登山道のケーブルを利用すれ
ば、標高差 約 500ｍの登り。高尾の様に公園化していないが、指導標もしっかりしており、道もまあまあ整備されている。
表登山道、ヤビツ峠、日向薬師、広沢寺とコースがある。交通の便が良い表コースは、信仰登山のお年寄りから家族ハイ
クの幼児づれまで、天候，季節によらず結構の人出。
（’９１／０１／０５） 曇り、途中から快晴。連れ合いとお詣り。
7:50
8:00
8:18
9:02
9:30
10:30

竹山
鴨居
小田急町田
秦野
蓑毛出発
ヤビツ峠

10:40 出発
11:55 山頂
12:50 出発
13:39 見晴らし台
13:45 下山
14:13 下社
12:38
14:15
15:28
15:40

不動尻分岐
キャンプ場
バス停
バス発

8:26 発
快晴になってきた。富士山がきれい。もう、バスが待っていた。
まあまあのハイカー、２０人くらいか
２、３組は表尾根の方へ。途中、相模湾がひかってきれいが、少しモヤ。でも大島がかすかに
見える。
途中、富士山から表尾根がくっきりときれい。
かなりの人数だが、裏側は空いていた。富士山、表尾根、丹沢三峰、
、南アを眺めながら食事。
４０ふんに下山しようとしたら、小母さんにつかまり、北尾根への入り口をきかれる。ひとりは、
いずれ物見峠に、もうひとりはこれから札掛－ヤビツとの事。大丈夫かな？

護摩たき、お札を受ける。ケーブルは２０分まちくらいか？

だいぶ雲が多いが、連れ合いと大山詣りに出かける。
表参道は混雑するだろうと思い、蓑毛からヤビツ峠経由で山頂の本社にお詣りし
た後、見晴らし台経由で下社へ。
小田急の途中から次第に天気が良くなり、晴天に恵まれた。富士山から遠く南
アがくっきりと浮かび上がり、もちろん表尾根、塔の岳、丹沢三峰の稜線も明瞭
で、眺望を楽しみながらの山歩き。蓑毛から２時間強の山頂には、流石に大勢の
人がいたが、神社の人は見あたらず。裏側の広場にまわると、人も少なく、富士
山、表尾根を眺めながらの食事。ここで、小母さんに北尾根への入り口をきかれ
て、教えたが、本当に行くつもりなのかねー。山慣れしているかんじではあるが
見晴らし台経由で下社までは、１時間ちょっと。見晴らし台には、ケーブルで
きた普通のスタイルの人が結構きている。また、下社まで引き替えすか、日向薬
師に行くんだろう。
下社では、大きなリング状のしめ縄があって、これをくぐると無事息災だそう
だ。また、長女の厄よけと次女の進学の護魔たきをする。こちらと論田のお札を
受ける。表参道の入り口には道中安全のお札が用意されている筈だが、もうなく
なっていた。しかたないので、去年のお札を三宝において、拝み今年の分とする
。
帰りは、おとなしくケーブルで帰る。夜、銚子２本で気持ち良くなる。風邪も
ひどくならずにすんだ。

・・・。

表題:大山三峰
.大山三峰
*[01* 日
付<]'91/02/06＠日付
*[02* 山
系<]丹沢＠山系
*[03* コ ー ス<]大山三峰
*[04 地図・案内<]
［コース］小田急本厚木＝煤ガ谷（宮ガ瀬行き）－湯出川橋－物見峠分岐－山の神－北峰－三峰－不動尻
－広沢寺温泉入り口＝本厚木
大山から北方に伸びる尾根筋に連なる４～５個のピークからなる。起伏も結構あり、一部ザレたところとか鎖場,はし
ごもあり変化に富んでいる。８９年の夏には滑落死亡事故があり、急峻であり経験者向きの山である旨の立て看が随所に
出ている。しかし、ハイキングガイドに出ている事もあって、毎回１，２人のあまり装備のできていない人が混じってく
る。
なお、交通の便も結構良いほうだが、訪れる人はあまり多くなく、静かである。登り口のあたりには野生の猿もいる
ようだ。狩猟期には猪のハンターもいる。
（’９１／０２／０６） 朝曇っていたが、すぐまずまずの晴天になる
7:46
8:22
8:50
9:00
9:40
10:34
10:40

12:20
12:44
13:00
13:07
13:29
14:24
14:34
15:35

竹山
町田
本厚木
上煤ガ谷行きバス発
出発
同年輩の小父さんとふたりだけ
物見分岐ベンチ 小父さんは、買い物に行って遅れる。全く人の気配無し
出発
ここまでは、小春日びよりで、のんびりと歩く。
例のガレ斜面下までの間、随所に雪が残ってアイスバーン。結構恐くてアイゼン着用。
雪がとぎれとぎれに残っているため、つけたりはずしたり。４・５回やったか。アイゼンつけ
ると安心して歩けるが、先の状況が不安になる、いつでも引き返せるように確認しながら登る。
弁当岩
もう引き返そうと決心し、弁当を食べ始める。しばらくすると、後になった小父さんがくる。
ならば俺もと思い直して前進。
出発
山頂
小父さんと会って、少し話をする。週日が休みだそうだが、山歩きには不便との事。バスが
なくなるためとの事。
下山
ちょっとの間、雪が残るところもあったが、登りほど歩きにくくない。
斜面前のベンチ 南斜面のためか、登りとは違って小春日びより。
不動尻
出発
バス停
小父さんとまた会う。結局、小田急も一緒でいろいろと話をする。

15:49 バス発
00168 91-02-06 20:26:07 TYK10258 仕事サボッテ大山三峰

今年になってから１月５日に大山詣りをしただけで、いろんな事情で山歩き
が出来ず、イライラしてました。先週の日曜には、横浜線中山駅近くの四季の
森まで行きまして、斜面を這い登ってみましたが、ほんの５分でもう頂上てな
具合です。
とうとうプッツンしまして、仕事をさぼり今日、大山三峰にいってきました。
登山道とか標識がだいぶ整備されていましたが、
「この山は急峻で、経験者向
きうんぬん」の標識もやたらに増えていました。だいぶ滑落事故が続いたせい
のようです。
煤ガ谷から物見峠への分岐付近までは、小春日よりで脳天気に登っていきま
したが、少し過ぎた辺りから雪が残り、これが凍結しているもので難渋しまし
た。いやらしい事にとびとびに凍結しているものですから、４・５回アイゼン
を着けたりはずしたりさせられました。馴れた人ならアイゼンなくても歩ける
程だとは思いますが、谷底目指して直滑降が恐くて、今シーズンはじめてのア
イゼン着用です。
そうでなくても人の少ない山なので、平日の今日は私だけだろうと思ってま
したら、これがいるんですね。同年輩の男性ひとりと遭遇しました。山頂と下
山したバス停でのバス待ちの間、小田急の中で話をしました。当然、お互いに
名前も職業もわかりません。時々、山で会った方とこういったテンポラリなお
付き合いを経験しますが、これもまた良いもんです。
三峰山頂から不動尻キャンプ場－広沢寺温泉への下山道は南斜面になります
ので、雪もなく快適でしたが、どういうわけか下に下りるほど寒くなってきま
した。
こういうわけで、約６時間の山歩きでリハビリをしてまいりました。
from （ＯＳＫ、10258）

表題:弘法山
.弘法山
*[01* 日
付<]'91/02/09＠日付
*[02* 山
系<]丹沢＠山系
*[03* コ ー ス<]弘法山
*[04 地図・案内<]
弘法山ハイクの下見
この前、弘法山ハイキングコースに行ったのは、昨年のお花見の時で、もう１年近くなります。
昨日から今朝にかけて江ノ島で研修会があったものですから、その帰りに足をのばして下見してきました。
夜、殆ど寝てなかったもので、眠くて眠くて！

秦野駅－弘法山公園入口
２０分 車道歩き
o 駅構内にＷＣ
o 塔の岳に源流のある水無川川沿いの平坦な道
o ついで、蓑毛からくる金目川を渡る。
弘法山公園入口－弘法山公園 １８分 登り
o 公園の出口にＷＣ
o 富士山、金時山、明神ガ岳、神山、駒ヶ岳、二子山（多分）の展望
ただし、権現山山頂からの眺めのほうがグーッ。
弘法山公園－権現山山頂（２４３ｍ）
６分 登り

oＷＣあり
o 上記展望に加えて、三浦半島、江ノ島、真鶴の眺めよし
o 山頂は千畳敷と呼ばれていまして、ちょっとした広場になっており、近
所の子供の遊び場
o 自由律短歌運動の前田夕暮（明治１６年生、昭和２６年没）の碑
権現山山頂－弘法山（２３７ｍ） ６分 下り－平坦な道－登り
o 途中、ＷＣ
o 昔、草競馬が行われていたという平坦な道。大山、２の塔、３の塔から
塔の岳にかけてよく見える
o 山頂は多少手狭、井戸と釈迦堂、鐘があります。
o 山の名前は弘法大師が修行（？？）した事から。途中、曹洞宗にかわる
が、釈迦堂には大師の像が安置されている
o 井戸は「弘法の乳の水」と呼ばれ、白く濁っており、乳の出をよくした
そうです。
o 少し先の山道から眺める富士山、丹沢の眺望が見事です。ただし、３の
塔は隠れて見えません。
弘法山－野仏の道分岐－吾妻山
４０分 多少アップダウンあり
o 日本武尊と弟橘比売の話で知られている。三浦半島走水（ﾊｼﾘﾐｽ）から房
総に移動しようとした時、海が荒れる。これを鎮めめるため、弟橘比売
が、海に身を投じる。無事、東国を征した日本武尊がこの山頂で「あず
まはや・・」と妃への想いにくれたという。
o 山頂には休憩所があります。下の市街地とその向こうに広がる相模湾を
見おろしたら下山です。
吾妻山－鶴巻温泉駅
３０分
約１５分くらい坂を下る

以上です。当日もせめて今日くらいの良い天気だといいですね。風があって
少し寒かったです。軍手あると重宝します。

00186 91-02-18 06:09:57 TYK10280 絶好のハイク日和でした．
Date: 2/17/1991
From: Ｊ．Ｍ、TYK10280
Re: 弘法山ハイキング
今回の企画を進めて下さった（ＯＳＫ）さんご夫妻に感謝しま
す。ありがとうございました。また、ご苦労様でした。お二人の準
備に報いるように心配された天気も快復し、風が少し有りましたが、
空気が澄んで遠方が見渡せ、またとない絶好のハイキング日和でし
た。お手軽なコースとは言え、誰も怪我をしないで終了できました。
参加予定で急に都合の悪くなった方々、今度こそ参加しようと考え
ている方々へ本日の報告を簡単にします。
弘法山、吾妻山のコースは、小田急線秦野駅から直接このコースに
取り付け、また、吾妻山を下った後はまた直接鶴巻温泉駅に戻れる
こともあり、非常にアプローチのよいコースです。また、秦野市を
足元にみながら、遠く伊豆の山並、箱根の外輪山、富士山、丹沢山
系、特に塔の岳、大山を眺められ、横浜、鎌倉、湘南そして大島と
３６０度のパラノマは絶景です。
今日は真っ白の雪を被った富士山に綿菓子のような雲が巻き付き、
とても印象的でした。相模湾が春の陽射しに輝き眩しかったです。
秦野駅を出てすぐの取り付きで南面のせいもありましたが、多少汗
ばんだくらいで、後は快適の一言。冬枯れの丹沢山系もなにやら春
めいてきています。
今度ここへ行くことを考えていらっしゃる方は、冬の風のある、空
気の澄みきった日を選んで行くことをお奨めします。理由は今述べ
た通りです。アプローチが容易なのと、登り下りも楽ですから、家
族連れでも全く問題ないでしょう。

また、例えば大山に登るべく伊勢原に降り立ち、バス停の長い行列
にうんざりしたら、秦野まで脚を延ばしてこのコースに変更するの
も良いかも知れません。暫く離れていた人のリハビリ用のコースと
しても良いと思います。
最後に、私の同僚が集合にちょっと遅れました。皆さん済みません。
本人に成り代わりお詫び申し上げます。慣れないもので、途中で前
の車両に移るべく一旦ホームに降りて歩いていたところ、プルプル
とベルが鳴らずにドアが閉まった由。本人はベルの音を期待してい
た由。相模大野でやるように教えなかった私のせいです。
また、誘って下さい。楽しい一日でした。
Ｊ．Ｍ．
、TYK10280

表題:札掛、物見峠
.札掛、物見峠
*[01* 日
付<]'91/02/24＠日付
*[02* 山
系<]丹沢＠山系
*[03* コ ー ス<]札掛、物見峠
*[04 地図・案内<]
7:13 竹山発
7:24 鴨居発
7:46 町田発
8:24-8:25 秦野発
8:44 蓑毛着 8:51 蓑毛発
10:05 ヤビツ峠
門戸口への下り口は、駐車場のところにある。結構荒れた道だが、要所にはロープもある。
10:34 門戸口
青山荘、宿泊も可。６７０Ｍ。ここからは、舗装林道歩き。
途中に山林事務所あり。民家らしいのが１軒あるが？
11:22 東丹沢県民の森入り口 林道沿いに流れる藤熊川を吊橋で渡る。河原を反対側に登って、左に行くと
丹沢ホーム。結構、大きな施設。新大日への登り口、２箇所あり。
11:30 丹沢ホーム
かもしかも見えるとの事
12:00 出発
12:13 物見峠入り口 ここまでの間に北尾根からの下ってくる口があるはず。でも９００ｍ峰からの下りは厳しそう。
おまけに藤熊川の左岸に出る。橋がないし、渡渉はできそうだが、右岸を登って道に出るのが
大変そう。
12:47 一の沢峠
ここまでくると、北尾根からの下りで途中に山とか沢がある。むつかしそう。
13:13 黒岩
途中、地図にない林道を横切る。唐沢川の河原
13:20 出発
13:57 丸淵
本当に丸い淵があった。上から滝と言うほどでもない流れ込みがあり、下に落ちていく。
直径１５ｍくらいだが、深そう。少し上に小さな淵もあった。
14:38 休憩
もうだめだ！！
14:45 出発
沢をはさみ林道が走っている。
14:49 物見峠
６８０ｍ。相模原から海まで見える。
15:10 分岐のベンチ 15:20 出発
16:00 煤が谷バス停
00196 91-02-24 20:48:53 TYK10258 札掛、物見峠メモ
とうとう、地上戦に突入しましたね。流石に、今日は山にウォークマンを持
って行きました。
本日は、札掛から物見峠の方に行ってきました。８９年の梅雨時に大山の北
尾根に行ったんですが、途中で身動き出来なくなって挫折しました。いつか歩
き抜きたいと思って、北尾根の下り口の確認が目的です。
大山北尾根は山の地図にも出ていませんし、もちろん記載した案内書はあり
ません。大山山頂のパラボラから薮の中を北進しますと、ブナ原生林の気持ち

の良い尾根に出ます。そのまま北進を続けますと、札掛近辺に出られる筈です。
途中で、東に向かえば唐沢川を越えて物見のほうにも出られる筈です。以前に
試みたときは、早く沢に出すぎて登り返す事ができなくなりました。もう少し、
調査してからでないと危険だという事で、今日の調査をしました。
蓑毛からヤビツ峠をこえて札掛に抜けて、物見峠越えで煤が谷に出ましたが、
流石に距離がありました。疲れた。
時間がかかりそうなので、少し早めに出発したせいか、秦野駅からのバスは
私だけの状態で、もちろん終点の蓑毛から登り始めた時もひとりでした。
約１時間のヤビツ峠で、数人のハイカーがいました。通常、ここから大山か表
尾根に行くわけですが、今日は駐車場広場から北に下っていくかなり荒れた山
道に入りました。あちこちが崩壊していますが、要所にはロープもあり３０分
くらいで門戸口に出ます。ここには、青山荘という山荘があります。
門戸口から札掛までは、約１時間の舗装林道歩きとなります。林道は藤熊川
に沿っており、札掛橋の手前で吊り橋を渡ると東丹沢県民の森に出ます。これ
をつっきり、反対側に上がると、民営国民宿舎の丹沢ホームがあります。結構
大きな施設で合宿とか研究会に利用できそうです。ここから、表尾根の新大日
に登るコースが２本あります。ここまで車で行って、周回するのも良さそうで
す。またホームのパンフレットには鹿だけじゃなく、かもしかが出てくると記
載されていました。家族連れもよさそうです。秦野からのタクシー代も調べて
おくと良さそうです。
ホームへの支線から宮が瀬への本線に戻りますと、札掛橋です。そのまま宮
が瀬方面に行く途中に、大山北尾根からのくだり口がある筈ですが、あっても
藤熊川の東岸になります。道路は西岸を走っています。川の渡渉は出来ても、
道路まで上がってこられる道がないようです(^_^;)。
約１５分くらいで物見峠入り口につきます。ここで、舗装林道とわかれて、
右の山道に入ります。ここも東丹沢県民の森の一部のようです。
ここから、約３０分で一の沢峠に出ますが、この間のどこかにも北尾根から
出てこられる筈だと、探してみましたが、どうもこれといったコースを発見で
きませんでした。下からコースを見るというのは難しいものですね。
交通の便が悪いので、あまり訪れる人はいないかも知れませんが、ここから
物見峠経由で辺室山方面とか煤が谷に出るコースは有名です。徳川幕府直轄で
あった当時は山中の巡視路とか木材、薪炭を江戸に出すための道に使用されて
いたそうです。
へばってしまい、一の沢から物見峠まで２時間もかかりました。この峠から
も三峰に登る道がありましたが、わざわざここまで来る人いるのかな。という
のも、煤が谷からきますと、物見峠と三峰の分岐のあるベンチがあります。物
見峠からそのベンチまで２０分くらいかかります。
物見峠までは、一の沢峠から黒岩を通って、丸淵を経由します。この丸淵に
は、名前のとうりの丸い淵がありました。直径１５Ｍくらいでしょうか、上下
が小さな滝になっていまして、深さはだいぶありそうな感じです。
ベンチから煤が谷のバス停までは、４０分くらいです。
バスは、１時間に２本くらいです。
結局、北尾根からの下り口は、見つかりませんでしたが、周りの風景が把握
できましたので、春になったら試してみようとかと思っています。
FROM Ｙ．Ｙ．（ＯＳＫ、10258）

表題:二の塔～三の塔～烏尾山
.二の塔～三の塔～烏尾山

*[01*
*[02*
*[03*
*[04

日
付<]'91/03/10＠日付
山
系<]丹沢＠山系
コ ー ス<]二の塔～三の塔～烏尾山
地図・案内<]２万五千地図 秦野、大山

アルペンガイド 丹沢

［コース］小田急秦野＝ヤビツ峠－富士見山荘－二の塔－三の塔－烏尾山－烏尾尾根－大倉＝小田急渋沢
塔の岳から東南にのびる尾根（丹沢表尾根）を歩く丹沢の代表的なコース。尾根道には木が少ないため見とうしの良
い場所が多く、相模湾， 箱根の外輪山の眺望が得られる。また、２の塔から烏尾あたりでは富士山が大きく広がる。一
部ザレ道とか鎖場もあるが、道は明瞭でコースに悩む必要もなく歩き易い。ヤビツ峠側からのコースは高度約７６０ｍが
起点となり、逆コースよりだいぶ楽である。
（９１年０３月１０日） 薄曇り。三の塔の小屋調査
7:25
7:34
8:35
8:45
9:00
9:05
10:05
10:29
11:34

竹山
鴨居発
秦野着
バス出発
蓑毛着
出発
ヤビツ峠着
富士見山荘
２の塔

11:56
12:23
12:54
14:37
15:30

３の塔
出発
烏尾山
新茅荘
大倉バス停

7:56 町田発 小田急車両で橋本さんに会う。奇遇。山の会で大野山に行くところとの事。
先々週と違って、結構人が多かった。
列をなしてという程、多い。蓑毛越えで大山行く人が多く、ついでヤビツからの大山組てとこか。
途中、今シーズンはじめての鴬。生意気にフルセットで鳴いていた。
イオン水飲んで、すぐ出発。
鹿が出たと言って、５０代のおっさん（ひとりは迷彩服だぜ）が走り回っていた。
ヤビツでは、２～３人だったが、結構人が増えた。雪解け水なんだろうが、ドロンコ。靴が埋ま
るくらいで、小母さんがおしるこみたいといっていた。
小屋は未完成、でも外回りはほぼ終わっている。個人用の小型のログハウスというかんじである。
山荘できいたら新小屋は公園事務所のもので、ものは売らないとの事。おそらく無人小屋。
千葉から二人ずれに会う。ああいった友人ていいなあ。
15:40 発車

00210 91-03-10 20:57:36 TYK10258 表尾根、三の塔の新設小屋
丹沢表尾根のヤビツ峠側、三の塔・山頂にありました避難小屋が、昨年の秋
に取り壊されました。壊すだけにしては、立派すぎる作業小屋が設置され、資
材も置いていましたので、新しい施設が出来そうだなと思っていました。
先々週に札掛方面に行ったとき、はるか山頂に小屋が見えましたので、これ
は完成したかと、今日調べに行ってきました。この時期、バスはまだ秦野－蓑
毛止まりで、ヤビツ峠まで行ってくれませんので、蓑毛からヤビツの１時間の
登りが追加になります。
さて、肝心の小屋ですが、まだ未完成でしたが、外装はほぼ終了していまし
た。ログハウス風の立派な小屋です。
前の小屋はコンクリート製でしたが、屋根と解放部分がやたらに多い壁のみ
でできた箱みたいな感じでした。雨風が強いと、雨は吹き込むし、あまり役に
立たなかったですが、今回の新設小屋は、家の体裁が整っているようです。
そのまま塔の岳方面に直進し、次の烏尾山まで行って下山しました。途中、
尋ねました烏尾山荘の方のお話では、国定公園の事務所が建設していて、無人
小屋だそうです。小さいので登山客を泊めるのは無理でしょうが、茶店くらい
はできそうなんですけどね。
それはそうと、行きに町田で飛び乗った小田急車両に「とよ歩会」の橋本さ
んが乗っておられました。所属の山の会で大野山に行かれるところだという事
で、秦野まで話し込んでしまいました。奇遇！！！
またまた話はかわりまして、曇っているうえに風が強くて三の塔では寒くて
ふるいあがってしまいましたが、山道はもう春の感じです。先日降った雪が完
全に融けまして、ドロンコ道です。すれちがった小母さんが「おしるこの中を
歩いているみたいだ」と言ってました。
FROM Ｙ．Ｙ．
（ＯＳＫ、10258）

表題:蓑毛～髭僧の滝
.蓑毛～髭僧の滝
*[01* 日
付<]'91/03/31＠日付
*[02* 山
系<]丹沢＠山系
*[03* コ ー ス<]蓑毛～髭僧の滝
*[04 地図・案内<]２万五千地図 秦野、大山

アルペンガイド 丹沢

［コース］小田急秦野＝蓑毛－髭僧の滝－蓑毛＝小田急秦野
蓑毛から約３０分のところ、春岳沢にある落差約１０ｍの滝。水量も多く、雰囲気もよし。
（９１年０３月３１日） 曇り、雨
竹山
鴨居発
町田発
秦野着
バス出発
蓑毛着、出発 雨の中、下山してくる集団２組に遭遇、おそらく大山から。ボーイスカウトの連中も
キャンプしていた。
13:23 髭僧の滝
滝の前で弁当を食べていたら、若い男性二人連れがきた。やはり大山帰りのようだ。
滝はなかなか良い雰囲気で、夏もいいかも。沢ではバーベキューもできそう。滝上に沢登りを
する。
14:05 下山
11:00
11:12
11:36
12:15
12:30
12:50

山行ボードご愛好の皆様、ご挨拶が遅くなりましたが、新生とうよこネットで
もよろしくお願いします。

さて、話はかわりますが、このところ週末になると天候不順ですよね。アウト
ドア愛好者にとっては、欲求不満が蓄積しますね。
私事ですが、職場での忙しさと重なってしまい、このところ山歩きができなかっ
もので、今日は雨の中、短時間でもと思い、蓑毛から髭僧の滝に行ってきました。
「髭僧の滝」は、金目川に流れ込む春岳沢に沿って柏木林道を蓑毛からヤビツ
峠方面へ約３０分登ったところにあります。落差１０ｍくらいですが、水量もあ
ります（このところの天気なら当たり前か）
。
滝の少し下の方で、かなり大きな堰堤工事がやられていまして、おそらくその
ためと思われる工事道路ができていました。それはともかく、滝の下にある沢の
河原も風情があって、蓑毛にある「自然観察の森」と組み合わせた軽いハイキン
グにもよさそうです。
滝の横の沢を１０ｍくらいよじ登ると、岩床をきれいな渓流が流れる気持ちの
よい沢に出ます。
という事で、今日はなんとか時間をひねりだして、丹沢の入り口まで遊びに行っ
てきました。
from Ｙ．Ｙ．
（ＯＳＫ、10258）

表題:御前山
.御前山
*[01* 日
付<]'91/04/20＠日付
*[02* 山
系<]奥多摩＠山系
*[03* コ ー ス<]御前山
*[04 地図・案内<]ｱﾙﾍﾟﾝｶﾞｲﾄﾞ 東京周辺の山、 るるぶのハイキング案内
［コース］横浜＝八王子＝数馬＝奥多摩周遊道路・月夜見駐車場－小河内峠－惣岳山－御前山－同コースを駐車場へ

＝奥多摩湖＝八王子＝横浜
御前山は標高１４０５ｍで、三頭山および大岳山と併せ奥多摩３名山という事。丹沢山系と中央高速をはさむ線対称の
位置にあり、数馬の里から奥多摩周遊道路にかけての北側に惣岳山とふたつならんだ親子のような形でそびえている。水
源潅養林で覆われ、展望はあまり得られないが、カタクリの花畑が有名。
（９１年４月２０日） 連れ合いと朝日登山ツア。すきっりとは晴れないが、日もときおり射す、まあまあの天気。
腰が多少心配だが、コルセットを締め付けて行く。
5:00 起床
5:53 竹山
6:02 鴨居
東神奈川の接続も良く、横浜西口の地下花壇には 6:26 についてしまった。
7:00 西口出発 どうも体調が良くなく、ｺﾙｾｯﾄで締め付けているせいもあってか気分が悪くなる。
8:15 石川ＰＡ 東京組と会う。横浜、東京とも約４０名の盛況。
8:45 八王子ＩＣ
数馬
たから荘で最後のトイレ休憩。かぶと造りとかの民家。蛇の湯という鉱泉もあり。
10:43 月夜見
はるかむこうに聳える（？）惣岳山、御前山めざして出発。
駐車場
もっとも標高１１００ｍの駐車場から標高１０５０ｍの小河内峠目指して急な坂を下り始めると
いうのも変な感じではある。
道はわかりやすいが、ときどき分岐有り。大体が巻道を選ぶ方が楽。
11:15。小河内峠
12:17 惣岳山
山頂手前からカタクリに花が斜面にひろがる。
ひっそりとした感じの好感のもてる花。背丈は１０ｃｍくらいで、先端に花をつけますが、花が
重いせいか首を下に垂れている。
色も薄いピンク色で、背丈が低いせいもあって、地面の落ち葉とか枯れ草の色の中にまぎれてしま
い目だたない。花びらは５弁で長さが数ｃｍといったところ。これが、紡錘型に閉じて下に垂れて
いる。日光があたると、次第に開いてきて、最後にはコスモスみたいに各花弁が反り返ってくる。
ただ、奥ゆかしく（？）
、首はたれたままです。どうして、日光とともに花弁が内側への曲が
りから外側への曲がりに変化するんだろ。単純に花弁の裏表の水分量の変化じゃないか
・・・ならば水をかけると、また閉じるん
じゃなかろうか。コソコソと試してみたかったが、人出が多くて、そのチャンスを逸した。
惣岳山は標高１３６０ｍで、もう少し空気が澄んでいれば、三頭山、その向こうの大菩薩山系、
更にその向こうの八ヶ岳の展望が開けるよう。丹沢山系も御前山に隠れなければ見えるはずだが、
どうなんだろう？
横浜の朝日登山参加者は約４０名、これに東京から来た朝日登山の約４０名が合流したもので、
人であふれた山頂での食事。自然観察とか言う集団もいた。
13:00 出発
御前山には惣岳山から約１５分のそれなりに急な登りをこなすと、到着。
13:20 御前山
山頂はブナ林。これから葉をつけると、木の隙間からの眺望となる。以前は売店があったらしく、
崩れた小屋がある。国立だか国定だかの公園になっているんだか、かたづけてほしいもんだ。
13:54 出発
東京組は奥多摩湖にむかって下山。我々は、Ｕターン。
15:30 駐車場
途中、道を間違え、小河内ダム方面へだいぶ下ってしまった。最後の急な登りはきつい。
結構、たくさんの登山コースがあるようだ。
15:45 出発
コース変更で、バスで奥多摩湖まで行く。桜が満開で見事。山桜、染井吉野（これで良かったかな）、
八重桜、他によくわからない種類が混在。杉か檜の緑のキャンバスに、種々の色、形の桜の花が
広がる大きな斜面は、素晴らしい眺め。
帰りは、渋滞に巻き込まれ、約３時間のバス旅となる。心配してた腰もなんとか維持でき、無事に帰宅できた。
00238 91-04-21 09:30:31 TYK10258 御前山メモ
久しぶりの山歩きメモです。今日は、朝日登山のツアで家内と御前山に行っ
てきました。
ご存知の方が多いと思いますが、御前山は標高１４０５ｍで、三頭山および
大岳山と併せ奥多摩３名山という事らしいです（実は、奥多摩方面は初めてで、
あまりよく知らない(^_^;)）
。丹沢山系と中央高速をはさむ線対称の位置にあ
り、数馬の里から奥多摩周遊道路にかけての北側に惣岳山とふたつならんだ親
子のような形でそびえています。水源潅養林で覆われ、展望はあまり得られな
いらしいとの事でしたが、カタクリの花畑といううたい文句に惹かれてツアに
参加しました
今回参加した朝日登山横浜市部のツアは、たいてい７時横浜西口集合という

事で、５時起きを強いられますが、そこは遊びですから、当然の事として全く
気にならない。
幸い、中央高速の渋滞もなく、予定通りに奥多摩周遊道路の月夜見駐車場に
到着しました。天気もいまひとつ、スカット晴れるというところまではいきま
せんが、まあこれまでの週末になると雨という状態からすると贅沢はいえませ
ん。
駐車場から眺める惣岳山と御前山は、はるかむこうに聳えています。先週の
とよ歩会イベントで腰を痛め、コルセット装着のままここまで来てしまった身
には、これがもうチョモランマもかくやという印象。しかし、山で動けなくな
るのならそれも本望（仕事でどうしてこの熱意が出ないんだろ？）と出発した
のが１０：４３。もっとも標高１１００ｍの駐車場から標高１０５０ｍの小河
内峠目指して急な坂を下り始めるというのも変な感じではあります。小河内峠
をすぎてからは結構急な登りのある尾根道を約１時間歩くと惣岳山山頂です。
途中から、カタクリの花が斜面にひろがります。
私はカタクリの花を初めて見ました。ひっそりとした感じの好感のもてる花
ですね。背丈は１０ｃｍくらいで、先端に花をつけますが、花が重いせいか首
を下に垂れています。色も薄いピンク色で、背丈が低いせいもあって、地面の
落ち葉とか枯れ草の色の中にまぎれてしまい目だちません。花びらは５弁で、
長さが数ｃｍといったところですか。これが、紡錘型に閉じて下に垂れていま
す。日光があたると、次第に開いてきて、最後にはコスモスみたいに各花弁が
反り返ってきます。ただ、奥ゆかしく（？）
、首はたれたままです。
どうして、日光とともに花弁が内側への曲がりから外側への曲がりに変化し
てくんでしょうね。単純に花弁の裏表の水分量の変化じゃないか・・・ならば
水をかけると、また閉じるんじゃなかろうか。コソコソと試してみたかったん
ですが、人出が多くて、そのチャンスを逸しました。

惣岳山は標高１３６０ｍで、もう少し空気が澄んでいれば、三頭山、その向
こうの大菩薩山系、更にその向こうの八ヶ岳の展望が開けるようです。丹沢山
系も御前山に隠れなければ見えるはずですが、どうなんだろう？
横浜の朝日登山参加者は約４０名、これに東京から来た朝日登山の約４０名
が合流したもので、人であふれた山頂での食事となりました。
御前山には惣岳山から約１５分のそれなりに急な登りをこなすと、到着です。
山頂はブナ林です。これから葉をつけると、木の隙間からの眺望となるでしょ
うね。以前は売店があったらしく、崩れた小屋がありました。国立だか国定だ
かの公園になっているんですから、かたづけてほしいもんです。
下りは、登りのコースをＵターンです。結構、たくさんの登山コースがあり
ますが、どうも過剰安全対策でそうなったようです。東京組は奥多摩湖方面に
下って行きました－－－くやしい。
出発した駐車場にもどり、バスで奥多摩湖まで行きました。桜が満開で見事
です。山桜、染井吉野（これで良かったかな）
、八重桜、他によくわからない
種類ご混在しています。杉か檜の緑のキャンバスに、種々の色、形の桜の花が
広がる大きな斜面は、素晴らしい眺めです。
帰りは、渋滞に巻き込まれ、約３時間のバス旅となりましたが、心配してた
腰もなんとか維持でき、無事に帰宅できました。
FROM Ｙ．Ｙ．（ＯＳＫ、10258）

表題:大山北尾根
.大山北尾根

*[01*
*[02*
*[03*
*[04

日
付<]'91/04/28＠日付
山
系<]丹沢＠山系
コ ー ス<]大山北尾根
地図・案内<]

［コース］ 小田急秦野＝ヤビツ峠－大山頂上－北尾根－西沢の頭－ミズヒの頭－９００ｍ峰－鉄塔頂－札掛手前
－ヤビツ峠
約 1200 年前、良弁大僧正によって開山。別名 阿夫利山または雨降山。標高 1252ｍ，表登山道のケーブルを利用して
も、ヤビツ峠からでも、標高差 約 500ｍの登り。高尾の様に公園化していないが、指導標もしっかりしており、道もま
あまあ整備されている。表登山道、ヤビツ峠、日向薬師、広沢 寺とコースがある。交通の便が良い表コースは、信仰登
山のお年寄りから家族ハイクの幼児づれまで、天候，季節によらず結構の人出。
今回の北尾根は一般化されておらず、地図にも記載されていない。通常のハイキングの紹介にはみあたらない。新ハイ
キングには何回か投稿されて いたのを見て今回チャレンジした。
（’９１／０４／２８）一応、晴天。３年目にやっと、北尾根を踏破。
7:33 竹山発
7:43 鴨居発
8:06 町田着
目の前を急行が出ていく。8:16 町田発
8:50 秦野着
流石にすごい人出、バス停にずらっと並ぶ。次々と臨時便ガ出るが、結局３台目まで待たされ
た。おかげで座れたが。家族連れも多し。
10:10 ヤビツ着
乗用車も多かったが、臨時便のバスどうしの対向に時間をとられた。
10:15 出発
あれだけのバス客も、散らばると目につかない。普通の時期に比べるとそれなりにハイカー
もいて、山の中にひとりといった感じにはならない。
11:19 頂上
山頂は、人で溢れていたが、裏にまわると結構少ない。そのまま、北尾根に足を踏み入れる。
なんか、ススタケの密集度が減ったような印象有り。ヤブに数歩入っただけで、もう山頂の
雰囲気とは別世界。ヤブのトンネルを抜けたところで、集団で弁当をとっている人達。北尾根
歩きというより、穴場に下りてきたというところかもしれない。
11:50 西沢の頭付近 塔の岳から三峰の展望良好。大急ぎで弁当。途中、弁当をとっている小父さん単独行にあった。
12:04 出発
食事中には、小母さん３人連れが通過。結構、入る人も増えたか。
12:15 急登
おそらく、西沢の頭
12:25 ミズヒの頭
広い頂部。人の立ち入りが少ないせいか、鹿の糞が随所に。
12:35 唐沢林道分岐 右に下る分岐有り。おそらく唐沢川に下りる。ここは、直進する。
以前に下りたところか？。あの時は、すぐ対岸に登ろうとして失敗。どうも沢下りをするんじゃ
ないのかな。
12:50 鉄塔
気持ちの良い頂部。この後、すぐのところで、右に取ると一の沢峠、直進するとヤビツの
分岐に出る。
13:55 県道
札掛のヤビツより。県道を左にいくとヤビツ
14:25 門戸口
ビール
14:46 出発
15:13 ヤビツ
15:50 バス発
結構、臨時便有り。
00240 91-04-29 09:16:47 TYK10258 大山北尾根のメモ
今日は、一度歩いてみたいと思ってから３年目になる大山北尾根に行って
きました。
連休初めで、おまけに日曜日という事もあり、いたるところに家族連れとい
う雰囲気でしたね。もっとも、どういうわけか８時すぎの町田では、小田急の
ロマンスカーも２割くらいの席があいていたようです。
例によって、秦野からヤビツ峠行きのバスですが、これは流石にいつもと違
ってハイカーが溢れ、次々と臨時便が出ました。結局乗れるまでに２台見送り、
３０分の行列をさせられました。
蓑毛からヤビツ峠までの道は結構狭いものですから、バスと乗用車でも対向
の苦しいところが随所にあります。そこを何台もの大型バスがピストン輸送し
ているもので、バスどうしの対向にえらく時間が取られまして、秦野からヤビ
ツまで１時間もかかってしまいました。

ヤビツから大山山頂までは標高差約５００ｍくらいで、約１時間の行程です。
今日は、子ども連れのファミリーハイカーが目だちます。ケーブルで下社まで
行って、表参道を登るコースも約１時間ですが、そちらの崩れた石段コースよ
りはヤビツからのコースの方が歩き易いし、雰囲気もより山歩きらしい感じで
す。
当然ですが、山頂は人であふれかえっていますので、お詣りを済ませて、そ
そくさと北尾根に足を踏み入れました。数歩入っただけで、もう山頂とは別世
界になります。最初のヤブ漕ぎを終えると、ブナの原生林に囲まれた気持ちの
良い尾根道になります。人の立ち入りが少ないせいか、いたるところに鹿の糞
があります。知っている人が増えたのか、弁当を食べている集団がいました。
そのまま大山山頂に引き返すんでしょうか。どっちかというと、今のままそっ
としておきたいような気もします。
この北尾根は、踏み跡もあり、決してわかりにくい道ではありませんが、道
標は篤志家による仮のものがたまにある程度ですし、地図にも出ていません。
私も、３年前には、空き缶標識につられて沢に下りてしまい、難渋した事があ
ります。あまり丹沢経験のない方は、よく知っている人と行かれた方がいいと
思います。一方、ベテランの方はよくご存知でしょうし、というわけでコース
紹介は省略します。
西沢の頭、ミズヒの頭、鉄塔のある９００ｍ頂をへて、約２時間半で札掛の
ヤビツ寄りの県道に出ます。途中、唐沢川に下る分岐とか一の沢峠に出る分岐
があります。後２者は、物見峠－煤ガ谷に出る時に使うコースだと思います。
バリエーションがありますので、まだ、しばらく楽しめそうです。
札掛方面に出ると、帰りはヤビツまで舗装林道（県道）を１時間ちょっと歩
きます。結構、車が通りますし、残念ながら、あまり快適な道とはいえません。
FROM Ｙ．Ｙ．
（ＯＳＫ、10258）

表題:大山北尾根－物見峠
.大山北尾根－物見峠
*[01* 日
付<]'91/05/03＠日付
*[02* 山
系<]丹沢＠山系
*[03* コ ー ス<]大山北尾根－物見峠
*[04 地図・案内<]
［コース］ 小田急秦野＝ヤビツ峠－大山頂上－北尾根－西沢の頭－ミズヒの頭－９００ｍ峰－鉄塔頂－１の沢峠
－物見峠－煤ガ谷＝本厚木
約 1200 年前、良弁大僧正によって開山。別名 阿夫利山または雨降山。標高 1252ｍ，表登山道のケーブルを利用して
も、ヤビツ峠からでも、標高差 約 500ｍの登り。高尾の様に公園化していないが、指導標もしっかりしており、道もま
あまあ整備されている。表登山道、ヤビツ峠、日向薬師、広沢 寺とコースがある。交通の便が良い表コースは、信仰登
山のお年寄りから家族ハイクの幼児づれまで、天候，季節によらず結構の人出。
今回の北尾根は一般化されておらず、地図にも記載されていない。通常のハイキングの紹介にはみあたらない。新ハイ
キングには何回か投稿されて いた。先週に引き続いて、もうひとつのバリエーションである物見峠につなぐ。
（’９１／０５／０３）晴天、連れ合いと。
7:00 竹山発
7:15 鴨居発
7:31 町田着
7:36 町田発
8:15 秦野着
流石にすごい人出、バス停にずらっと並ぶ。次々と臨時便ガ出る。２台目に乗れた。
9:05 ヤビツ着
乗用車も多かったが、臨時便のバスどうしの対向に時間をとられた。
9:20 出発
あれだけのバス客も、散らばると目につかない。普通の時期に比べるとそれなりにハイカー
もいて、山の中にひとりといった感じにはならない。
10:26 頂上
山頂は、人で溢れていたが、裏には殆どいない。よく知ってる人はあまり来てないのかも。
10:36 出発
次第に雲が出てくる。雷にならなければいいんだが。雪とも霰と持つ穴者が降ってくる。

11:19 西沢の頭付近
11:46
12:15
12:35
13:45

弁当
出発
札掛－１の沢
１の沢峠

14:12 黒岩
14:24 出発
15:43 物見峠

表尾根方面は、白いベールを被ったみたい。雪が降ってるのかも。空気は澄んでいて、新宿
高層がくっきりと見える。筑波らしいものもかすかに。
日が射したり、曇ったり。温度の割には、風がないので暖かい。
さんしょが、いっぱい。連れ合い、喜んでつむ。
ここの分岐はわかりにくい
結構長い尾根であった。途中、大きな木があった。丁度、峠の標識の所に出る。やっと、
人に会う。
ファミリーがいた。
結構、長い。疲れた。ベンチで休憩していると５０歳くらいの小父さんがくる。なんでも
7:30 に大倉を出て、塔の岳経由、札掛経由できたらしい。圧倒される。先週は檜洞丸、蛭
そして塔の岳をつっぱしったらしい。おかげで、疲れが取れた。

15:53 出発
17:00 煤ガ谷バス停 流石に連休か、いつもと違うファミリー集団が結構いた。
17:22 バス発
18:19 本厚木発
TITLE : MOUNTAIN
[MOUNTAIN/;B;5;9;2]

: 性懲りもなく北尾根～物見メモ

00242 91-05-03 22:52:01 TYK10258 性懲りもなく北尾根～物見メモ
この連休に予定していた札掛周辺の彷徨が、いろんな事情でできなくなり、
今日は先週に引き続いて大山北尾根に行きました。今回は、家内同伴で、ャ r
ツ－大山－北尾根－１の沢峠－物見峠－煤ガ谷のコースです。
連休ですから、秦野駅からヤビツ峠までのバスも臨時便が結構出るだろうと、
8:15 に秦野駅に到着。本来のヤビツ行きの定刻は、8:50 頃です。
バス停には、既に大勢のハイカーがいまして、臨時便も次々と盾ﾄいました。
臨時便が多いのはいいんですが、蓑毛からヤビツまでの道が狭いものですから、
バスどうしの対向が大変です。おかげで、ヤビツまで 50 分もかかりました。
ヤビツ峠は、ハイカーで溢れていましたが、それぞれが予定のコースに分散
しますと、それなりに人口密度も下がります。なお、駐車場のところのトイレ
は混みますが、上の小屋の横にあるトイレは空いています。
さて、我々も 9:20 に大山目指して出発です。あいかわらず、腰というか腱
の具合が悪くてコルセット巻き巻きの状態なもので、多少ペースを落として、
山頂には 10:26 到着する。大勢の人がいるものですから、お詣りをすませて、
江ノ島、かすんだ大島をちらっと眺めたら、すぐ裏側にまわります。裏側は、
いつも比較的空いていますし、富士山から表尾根の眺望が素晴らしいです。
今日は、富士山も雲に隠れ、塔の岳もガスの中だし、雪みたいな霰が降って
きだしましたので、すぐ北尾根にはいりました。
約１時間でミズヒの頭と鉄塔のある９００ｍ峰の途中にある小さな峰に到着。
食事休憩です。塔の岳方面も霰が降っているらしく白く霞んでいます。もっと
もそのわりには空気が澄んでいまして、新宿の高層から多分筑波山まで見えま
した。
休憩場所から物見峠ハイキングコース途中の１の沢峠まで約１時間半です。
ぶな等の原生林に囲まれた尾根の北尾根と趣の違った沢沿いのハイキングコー
スとなります B ここまでくると、多少人にも会い始めます。
物見峠まではアップダウンありますが、基本的にはゆっくりとした登りです。
ペースが落ちてしまい、１の沢峠から約２時間で物見峠です。
ここで、大倉－塔の岳－札掛 経由できたという５０歳くらいの小父さんに会
い、その迫力に圧倒させられるとともに疲れも吹き飛んでしまいました。
気分も新たに、飛ぶように（と自分は思っている）煤ガ谷まで約１時間で下
りました。
結局、ヤビツから煤ガ谷まで７時間４０分（休憩が約４０分）でした。

FROM Ｙ．Ｙ．
（ＯＳＫ、10258）

表題:硫黄岳－天狗岳
.硫黄岳－天狗岳
*[01* 日
付<]'91/07/21＠日付
*[02* 山
系<]八ヶ岳＠山系
*[03* コ ー ス<]硫黄岳－天狗岳
*[04 地図・案内<]
［コース］ 鴨居＝八王子＝茅野＝美濃戸口－美濃戸山荘－赤岳鉱泉－硫黄岳－硫黄岳山荘
硫黄岳山荘－硫黄岳－夏沢峠－根石岳－天狗岳－黒百合平－渋の湯＝茅野＝八王子
（’９１／０７／２１、２２）連れ合いと。
7/21
5:00
5:30
6:00
6:40
7:12
9:04

9:31
10:25
10:38
11:45
13:15
14:53

16:00

16:30

17:00
18:00
19:30

薄曇り、次第に晴天。夕方からガス
起床
出発
中公園でコルセット、時計をとりに戻る（連れ合い）
鴨居駅
予定の一つ前の電車
八王子着
ホーム上の売店は７時までオープンせず。上のキオスクはＯＫ。
八王子発
茅野着
8:50 小淵沢、晴天になり梅雨明けしたかんじ。話っぱなしの小母さん集団他、大勢下車。
改札口にはタクシーの運転手が札をもって待機してくれていた。
茅野タクシ 0266-72-2131
３８００円
美濃戸発
バスで茨城からきた子供・小母さんを中心とする１５人の集団がいた程度。下山者には結構
あった。土日は混雑したものと思う。
小松山荘
家に電話を入れる。
美濃戸山荘 大きな山荘。無料でお茶の接待。花の本を購入し、早めの昼飯・・・結構うまい蕎麦であった。
２０分休憩。
ここから北沢と南沢にわかれる。
ﾄｲﾚ休憩
沢の目につきにくい所で休憩。途中に、登山道もあったが、歩き易い車道（といってもジープで
ないと通行できそうもないが）を歩く。もう少し上のところまで車で入ろうと思えば入れるようだ。
赤岳鉱泉
キャンプをしている人達もいた。３０人くらいの登山客がいたが、下山組、赤岳組もいて、
硫黄岳にむかったのは美濃戸で一緒になった１５人の集団のみ。13:40 に出発。
赤岩の頭
樹林の中を歩いてきた後なので、一挙に開ける眺望に感激。蔘科、天狗から横岳、赤岳、阿弥陀
の眺望がひろがる。次第に雲が出て遠くアルプスまでは見えなかった。途中あった同年輩の小父
さん２人組は、赤岳鉱泉に泊まり、赤岳、阿弥陀往復の後、硫黄岳から下山途中との事。
いかにも山が好きだいったかんじ。
硫黄岳
ガスが出始める。砕石状の石が敷き詰められた広い山頂には数Ｍおきにケルン。東の端は爆烈
火口で、足がすくむ。
ここからは、ガレを大だるみまで下り山荘へ。途中、両側にはロープで保護された花畑。
こまくさとシャクナゲ中心。風が強い。
石室
やっと山荘到着。結構、規模が大きい。浩宮殿下が宿泊したそうで記念碑と山荘の主人と写った
写真があった。
0266-76-2612 6000 円
花畑
ビールを飲み、休憩した後、花畑散策。風強く、寒かったが、堪能。
夕食
ご飯、味噌汁はお替わり自由。３杯もおかわりした。連れ合いは食欲無しで胃薬のむ。
夕食後、外に出たが、ガスがひどく何も見えず。
諦めて寝る。１５人の集団以外に同室者は１０人強。布団が細長い方向に並べられた鰻の寝床式
が上下に２段。布団と布団の間も少し隙間があって、ゆっくりと寝られる。もう朝かと目がさ
めたのが１０時、まだ空はなんとなく明るい、ガスで星も見えない状態なのにどうしてだろう。
それからは寝たり起きたり。

7/22 曇り、次第に雨。
3:50 起床
すぐ外に出てみたが、東の方面が少し赤くなり、外はしらんできている。雲が多いが、一部に晴れ
間。期待して待っていると連れ合いも出てくる。しかし、丁度太陽の出てくるところに厚い雲で
駄目、諦める。
5:00 朝食
また、ご飯、味噌汁おかわり自由。また３杯もかえた。連れ合いはあいかわらず食欲無し。
5:30 出発
6:00 硫黄岳
強風の中、夏沢峠をめざす。砕石状の道で、ところどころに大きな石、必ずしも歩きやすくは
なし。場所によっては崖になっていて、風が強いと恐い。一様な風なのでまあまあ。

6:53 夏沢峠

7:00 出発
7:36 箕冠山

8:06 根石岳
8:48 東天狗

10:30 黒百合
10:45

12:25 分岐
13:15 渋の湯

14:45 バス
16:12 列車

思ったより下ると、こまくさ荘に出る。途中、樹林体に入り、虫が多くなる。
こまくさ荘は、なんか作業小屋みたいなかんじで、魅力に乏しい。物置小屋みたいなところで
連れ合い着替え。後から下ってきていた１５人の集団はここから、本沢温泉－稲子湯に行く筈。
ここからは、箕冠山まで樹林体の中を登る。雨が降り始めた。まだ小雨ではある。
ここからまた下って、登り返すと根石岳。それほどでもないが、雨が多少強くなり、連れ合い
オーバーズボンをはく。鞍部から根石岳にかけては広い砕石状ののゆったりとしたスロープ。
鞍部の少しはずれに根石岳山荘。なかなか味わいのありそうな小屋。スロープにはロープがはら
れた花畑。
岩のゴツゴツした山頂で、ここからはまた砕石もしくは岩を下り、東天狗に登り返す。
２０人くらいの集団がいて、結構賑やか。山頂は狭くて居場所がなく、すぐ下る事にする。表示の
札の横に鋭くとがった岩が盛り上がっている。本当の山頂はどちらだろう。
ここから黒百合までは、岩の上を伝って下りる。推薦道は狭くて、ひとりがやっと通れるくらい。
雨足が強くなり、もう本降。途中で俺もオーバーズボンを装着。
途中、中学生の大集団に遭遇。黒百合から天狗にむかっている途中らしいが、雨風強く身動き
困難になったようだ。幸い気温は低下していないが、運動靴、ジャージにビニールコート程度の
軽装。思ったより大集団で５００人はいたんじゃないかな。うるさいし、動きにくいし最悪。
どろんこになって、到着。いやあ長かった。途中、小ピークを３つ４つ越えた気がする。大集団
のおかげで随分時間をくった。
やっと、着替えなんかもできるかとホットしたのも束の間。ものすごい人。小屋に入れないのは
もちろん、水場の小屋も満杯。外の広場は、これまた先ほどの中学生の大集団。おまけに次々と
下りてくる。小グループを作って、渋の湯方面に下りていっているが、諦めて我々もそちら
にエスケープする事にする。これからが、本当に嫌になった。岩の上丸太の上で滑り易いし、
大集団と一緒になったため、身動きできない。おまけに、これから天狗だという別の中学生集団
が上がってきて、まますます渋滞。
やっと、八方台方面と渋の湯分岐に到達。
ここへきて、雨もあがる。中学生集団はここでいったん集積し、更に下に歩いていった。
渋の湯御殿湯にも大勢の中学生（別集団？）がいて、泥を落としていた。
結局、上の小さな方の旅館に頼み、温泉にいれてもらう。かかり湯もない小さな温泉だが、
さっぱりする。ビールを飲み、タクシー頼もうとすると４０分かかるとのこと。これじゃ
１４：４５のバスの方が早そうなので諦め。
ぐっすり寝てしまった。
弁当とビールを買って乗り込む

00282 91-07-22 21:59:01 TYK50011 八ヶ岳からﾖﾚﾖﾚで帰ってきました
いやあ、目一杯の疲れとともに八ヶ岳より帰ってきました。
日曜日は、中央線 茅野駅に近づくとともに天気も良くなり、梅雨明けかと
いった雰囲気です。茅野駅には予約してあったタクシー会社の人が札を持って
迎えにきてくれていました。駅から登山口の美濃戸までは約３０分で４０００
円弱です。
流石にこれから登ろうかという人は少なかったですが、下山してくるハイカ
ーとは随分すれ違いｂｵた。なんでも、
「土曜日は前半は雨で、やっと日曜に
なって好天になってきた」という事で、やはり日・月と予定を組んだのは正解
であったと思ったが、これが浅はか・・・明けて月曜日は(:_;)。
ま、ともかく順調に赤岳鉱泉を経由して硫黄岳に到着。もっとも前半はほぼ
標準タイムで歩けましたが、後半は亀さん。７時間半もかかってしまい、横岳
往復は断念し、硫黄岳石室のある「おおだるみ」付近のお花畑散策を楽しみま
した。こまくさ、しゃくなげ、みやまきんばいが見事でした。
夕方から雲が出始め、硫黄岳からは天狗岳、蔘科とか赤岳、阿弥陀といった
近傍の八ヶ岳連峰はともかくとして、アルプス方面の眺望は得られません。６
時の夕食を終えるとガスがひろがり始め、視界が非常に低下して、星の観察は
全く駄目でした。
翌日は、日の出を見ようと４時起きしましたが、これまた雲が厚くてがっか
り。雨が降らないだけ幸いと硫黄岳～根石岳～天狗岳にむけて出発しましたが、

世の中そんなに甘いものじゃない。
風は強いものの、硫黄岳すぎたあたりでは、まだ小雨程度でしたが、天狗岳
に近づくにつれ本降になってしまいました。
災難はこれだけには留まりません。天狗岳までは、まだ遭遇する人もちらほ
らで、それなりに雨風を楽しんでいましたが・・天狗岳を下り始めたところで
不幸は始まります。そうなんです、黒百合に泊まったという中学生の大集団に
会ってしまいました。雨でつるつるの岩場の狭い道で身動きできなくなるは、
うるさいはで頭が痛くなるどころか、身の危険まで感じました。全く、こんな
とこまで大勢のジャリ連れてくるなよな(^_^)。黒百合に着いても、この集団
が溢れかえっていて、小屋にも入れない。
雨が収まりそうもないし、大集団遭遇でやたらに時間をくったので、中山～
高見石コースを諦めて、黒百合から渋の湯にエスケープすることにしました。
が、ここでまた大集団と一緒になってしまいめちゃくちゃ。やっとの思いで渋
の湯に到着、温泉で汗を流し、帰ってまいりました。
ＦＲＯＭ 久しぶりの山歩きで身体がバラバラのＹ．Ｙ．
（ＯＳＫ、50011）
TITLE : MOUNTAIN
[MOUNTAIN/;B;5;9;2]

: 年甲斐もなくｶｯｶして恥ずかし

00284 91-07-23 22:22:51 TYK50011 年甲斐もなくｶｯｶして恥ずかし
いやあ、お恥ずかしい。帰ってすぐのボーッと霞む頭でアップしたものです
から、ついつい子供軍団に八つ当たりしてしまいました。
でも、あの集団は５００人は確実に超えてたような気がします。下山途中に
渋の湯から天狗岳だけに日帰りするんだという別の中学生集団（こちらは、数
十人くらいだったと思います）ともすれ違いました。
どちらも軽装備で、みなさん、運動靴にジャージ程度で、雨具も簡易なビニ
ールコートだけのようでした。
超大集団の方は天狗の奥庭から引き返しましたが（おかげで２重３重に巻き
込まれて、大迷惑でしたが）
、登っていた集団の方は大丈夫だったのかなと心
配しています。雨風とともに次第に気温も下がってきてましたしねえ。
ＦＲＯＭ Ｙ．Ｙ．（ＯＳＫ、50011）
ＰＳ チェルトの正式名称はチェルトザックなんですか ＞Ｍさん
知りませんでした。
残念ながら今回の八ヶ岳には使用していません。硫黄岳石室に泊まりま
した。２７、８日と「とよ歩会」の有志で予定しているキャンプとか
丹沢歩きにでもと思って入手しました。

それはそうと、M さんのカナディアンロッキーの夏休みももうすぐで
すね。お気をつけて、そして楽しい旅行を。
是非、旅行記を；ＴＡＢＩだけじゃなく、こちらのボードにもよろし
く(^_^)。

表題:西丹沢、下棚と本棚
.西丹沢、下棚と本棚
*[01* 日
付<]'91/07/29＠日付
*[02* 山
系<]丹沢＠山系
*[03* コ ー ス<]西丹沢、下棚と本棚
*[04 地図・案内<]

［コース］ 鴨居＝町田＝新松田＝西丹沢自然教室－下棚－本棚 逆コース
（’９１／０７／２９）晴。ただし、鴨居駅から丹沢は見えず
7:04
7:20
7:46
8:34

団地中央
鴨居発
町田発
新松田着

8:25 に西丹沢いきが出たせいもあるのか、客は少ない。新松田駅正面にＪＲ松田駅の南口が
できていた。
9:00 新松田発
結構、第一生命行きのバスがあるよ。ま、それはともかく客数人で発車。
15 分くらいで山北駅 キャンプ場行きの集団が乗ってきた。
30 分くらいで谷蛾駅
10:14 自然教室
この４月から終点が延長されたとの事。なお、ハイツ＆ビラなかがわは、結構大きそうな施設
である。バス停の名称になっていて、中川温泉入り口のひとつ前。
10:25 教室横の吊橋 出発。月曜日は教室の休館日。標高約 500m。吊橋渡るとすぐに右に下る道がある。これは西沢
に下りて行き止まりなので、左の杉林の中を登る。そのまま右岸を登っていくと堰堤。
階段で堰堤を越え沢に下りる。対岸は白い砂が盛り上がったかんじになっている。沢を渡渉
（といってもしれているが）し、砂山に登ると登山道。途中で舗装？になる。
10:37 堰堤
ふたつ目の堰堤。階段で越える。
10:38 丸太組橋
左岸から右岸へ
10:41 〃
右岸から左岸へ
10:45 〃
左岸から右岸へ
10:47 〃
右岸から左岸へ。 というように沢をひんぱんに横切る。雨の日は通行困難となるであろう。
10:51 堰堤
みっつ目の堰堤をこえる。
10:56 丸太組橋
左岸から右岸へ。沢の上流側に５m 位の小さな滝。標高約６００ｍ。沢の右岸を少し離れて
巻くかんじで進むと、大きな岩。
11:01 大きな岩
６４０ｍくらい
と丸太組橋
11:06 堰堤
左岸を進むと、少し小広くなった河原に出る。ここで丸太組橋を渡り、右岸に出ると権現山の
登山口。
11:08 権現山入り口
11:12 下棚分岐
畦が丸と下棚の分岐標識有り。ここから下棚沢を５分くらい遡ると滝。踏み跡をよくみて登れば
ＯＫ。
11:16 下棚滝
岩のごろごろした沢と４０ｍの滝。残念ながら中学生の集団がいて足の踏み場なし。諦めて、
本棚へ。
11:22
11:25 分岐に戻る
11:43 本棚分岐
何度か沢を横切りながら登ると分岐の標識
11:50 本棚滝
こちらは、誰もいなかった。５０ｍの滝をじっくりと楽しむ。
12:45 出発
弁当と昼寝に時間をとった。登り始めにいた夫婦ずれがくる。ジャージとズックで本当に沢
の中を歩いてきた。滝壷にも入っていったが、いわゆる沢登りともまた違ったやり方。
13:40 自然教室
川内川に沿って少し下ると鉄ばしごがあり、河原に出られる。石づたいに対岸の奥箒沢山の家
に行ってビール。また沢に戻り、上半身を拭く。水に入りたかったが、パンツじゃねえ。
14:15 バス
14:33 バス発
16:05 新松田
00287 91-07-30 12:17:47 TYK50011 西丹沢の滝
前にアップしましたように２７、２８日とキャンプを諦めての休養と水泳で、
なんとか腰も持ち直しまして、西丹沢まで行ってきました。暑いので山登りは
やめて、畦が丸の下にある西沢の滝見物です。
この４月から新松田発、西丹沢行きのバスは、一番奥の西丹沢自然教室まで
路線延長されたそうです。また、７月、８月は本数も増強されていて結構便利
です。これから、近場でなんかないかなという方のご参考にでもなれば。
（新松田駅前の１番乗り場です、切符売り場で時刻表もらえます）
新松田発
平日 8:25、9;00、9:30、10:00、10:30、11:00・・・
土曜 7:14 が平日に追加

休日 7:30 8:00 が平日に追加
自然教室発 平日 10:00、10:30,11:05,11:30,12:02,12:50,13:35
14:33,15:40,16:10,17:12
土曜 8:40,16:37,18:30 が平日に追加
休日 8:57,9:25,18:30 が平日に追加
バス代金も 1040 円で、道路が空いていて１時間強、帰りの渋滞に巻き込まれ
ると１時間半以上と結構長いです。
途中、中川温泉、いくつかのキャンプ場を通って、自然教室です。車で来て
いる人の方が多くて、皆さんキャンプとか渓流遊びをされています。ます、イ
ワナ、ヤマメの釣り場もあるようです。駐車は駐車場とかあちこちの河原にし
ています。週末だと空いているかどうか？
滝は、自然教室横の吊橋で川内川を渡り、畦が丸への登山道を行きます。西
沢を何度か渡り、約１時間の登りで下棚への分岐に出ます。左の下棚への道
（沢？）を約５分で落差４０ｍの滝です＝
また、分岐に戻りまして、畦が丸への登山道を約２０分行くと、今度は本棚
への分岐です。やはり、本棚分岐を約５分で、落差５０ｍの滝に出ます。
途中の道は、沢を何度か渡ります（ほとんどは丸太組の梯子状の橋ですが、
一部は流失していて、飛び石渡りになります）が、天気さえよければ問題ない
と思います。大体、沢の中をジャブジャブと歩いてきた夫婦連れもいましたか
ら。
コースは、ところどころにペンキで岩に印（消えかけてますが）とか木にテ
ープがつけられています。踏み跡に気をつけて、怪しくなったらわかるところ
まで引き返えすという事で、そんなに心配なコースではなさそうです。ただ、
雨の後は行かない方がよさそうです（戻れなくなった話をききます）
。
私の行ったときは下棚の滝は林間学校の集団が来ていましたので、そそくさ
と本棚の方に行きました。こちらの方は、全く人もおらず、昼寝をきめこんで
きました。
自然教室にもどると、沢で汗を流せます。パンツ持ってれば水の中にも入れ
ます。なお、ﾋﾞｰﾙは対岸の山の家に行かないとありません。鉄梯子で河原に下
りて、飛び石づたいに行けます(^_^)。
ＦＲＯＭ Ｙ．Ｙ．
（OSK、50011）

表題:塔の岳～表尾根
.塔の岳～表尾根
*[01* 日
付<]'91/08/01＠日付
*[02* 山
系<]丹沢＠山系
*[03* コ ー ス<]塔の岳～表尾根
*[04 地図・案内<]
［コース］ 鴨居＝町田＝渋沢＝大倉－花立て－塔の岳
塔の岳－３の塔－ヤビツ峠＝秦野
（’９１／０８／０１、０２）晴。ただし、雷雨
12:30 車で鴨居駅までおくってもらう。町田ﾊﾝｽﾞで懐中電灯を留めるﾍｯﾄﾞﾊﾞﾝﾄﾞ購入（1200 円は高いよ）。
13:20 にホームに行くが、13:36 まで急行無し。
14:20 渋沢着
14:25 大倉行き
流石に、ﾊｲｶｰはいない。14:00,25,55 15:25,55 とあり
14:40 大倉
町田で買った朝日ﾊﾟｿ見ながらｼﾞｭｰｽ。横の店で冷やし中華。
15:05 出発
ときどき下山してくる人はいるが、これから登ろうという人はいない。
15:35 なんとか茶屋 ｺﾞﾛｺﾞﾛいってたと思ったら、ここをすぎたところから雨が降り始める。
15:55 丹沢名水分岐 結構、本ぶり。ザックカバーをつけ、雨具の上を着る。林の中なので、雨は落ちてきにくい
のﾍﾞﾝﾁ
が、暗くて薄気味悪し。

16:00 見晴らし茶屋 ここから、上が開けるため、雷が恐い。気にしながら登る。
16:46 駒止茶屋
閉まっていた。ときどき下山者に会う。雷の中開けた尾根を歩いてきたのかな。中には傘を
さしている人も。
17:10 堀山の家
ここも閉まっているようだ。雨も小降りになってきたが、あいかわらずｺﾞﾛｺﾞﾛいっている。
18:00 花立山荘
雷雨も収まり、低い山の間をガスが流れていく様子は見応えがある。
登山道工事の人達が借り切っている。ここでﾎﾟｶﾘを購入。
18:30 金冷やし
途中で女性２人の下山者に会う。雷雨を避けていたのかも。もうあと一息、ここらあたりで
日没の筈だが、結構明るくて、懐中電灯も必要なし。
19:00 山頂
やっと到着。６人くらいのﾊｲｶｰがいた。もう食事も終わっていたので、素泊まりとする。
ビールと缶詰のトウモロコシ。
山番の黒沢さんと話す。富士山は暗いままで、懐中電灯の列が見えない。今日の雷雨は広範囲
に渡ったようで、富士登山も中止かも。
茅ヶ崎の花火が、下のほうに小さく見える。直径２ｃｍ位のかわいい花。冬と違って、夜に
なっても空気が澄んでこない。温度２０℃くらい。
20:30 寝る
黒沢さんとだべったあと、寝る。
4:15 起床
4:50 日の出
5:25 出発
6:03 新大日茶屋

11:00 過ぎからときどき目がさめる。次第にガスが出てきているようだ。見晴らしは駄目だろう。
の筈だが、周囲は雲で駄目。どうも住み着いたらしい鹿の家族を見ながら食事。ﾚﾄﾙﾄの赤飯を
そのまま食べる。
暑くならないうちにと出発。
ここまでのとこで、虫がわんさかいた林＋草の所か、この後かわからないが、ブヨにやられて
しまった。気がついたときにはもう腫れ上がっている。

6:19 かいさく茶屋
6:53 行者岳
鎖場をすぎた所で、手当。もう大きく腫れ上がってしまっているので、無駄かも知れないが
吸い出しをする。
7:14 烏尾山
暑い、じっとしていると涼しいが、動くと汗が滝。日の強さも夕方より強い。シャツを脱ぎたい
が、虫が気になり駄目。
7:53 三の塔
ここへの登りのきつかった事。山頂の休憩小屋は完成。本当に無人で何も無し。もったいないな。
8:14 二の塔
もうやけくそ。あちこちにユリらしいのが咲いていたが、観察の気力無し。
9:00 富士見
やっと！！！ 上の林道で裸になり、クロロもシャツと昨日濡らしたシャツを取り出し、乾かす
事にする。
9:30 ヤビツ峠
富士見から結構遠い。早速、ﾋﾞｰﾙ！！！。店の人に聞いたら、やはりブヨとの事。
9:51 バス
午前の最終便
１日目５００ｃｃの水１本＋ポカリ、 ２日目５００ｃｃの水でぎりぎり
次回有れば、もう１本ほしい。

00290 91-08-02 22:24:41 TYK50011 やっぱり夏の丹沢は暑いにゃあ
１日の夕方に大倉尾根から塔の岳に登り、２日の早朝に表尾根をヤビツ峠ま
で下ってきました。
丹沢の東方面のもっともポピュラーなコースで、普通は日帰りだと思います。
でも大倉で標高が２・３百ｍ、塔の岳でもせいぜい１５００ｍ程度ですから、
暑さとの闘いになるだろうと、塔の岳１泊の予定で夕方から登り始めました。
夕方になると、日光もやわらぎ、まあまあ快適です。
大倉から歩き始めて、１時間もしないうちに、あの雷雨に会ってしまいまし
た。東京ではすごかったそうですね。結構雨の範囲が広かったようで、丹沢は
もちろんの事、富士山の方も降ったようです（夜、登山者の懐中電灯の列が塔
の岳からも見えるそうですが、昨晩は真っ暗のままでした）
。
林の中では、木で雨が塞がれて、それほど濡れませんが、そのかわりやたら
暗くなり、なんとなくこわいです。一方、空が見えるところまで行きますと、
明るくなるのは良いですが、今度は雷がこわくなります(^_^)。
ま、なんだかんだで懐中電灯を必要としないうちに山頂についてしまいまし
た。途中、数人の下山者とすれ違いましたが、多分朝に登られたんでしょうね。
暑いだろうな・・もう我慢大会の世界じゃないかな？
ところで、山頂ひとつ前のピークに花立山荘がありますが、登山道整備の工

事の方達が借り切っていました。大倉尾根の登山道整備だそうです。水があり
ませんから、風呂はもちろん水浴もできないところです。本当にご苦労さまで
す。
山頂の尊仏山荘には、６人くらいの宿泊者がいる程度で、やはり酔狂な人は
少ないようです。昨年末以来の塔の岳ですが、変わったところでは鹿の家族が
山頂に住み着いたようです。まだ母親のおっぱいを追っかける小鹿が２頭いま
す。随分、人間を警戒してますが、その仕草はかわいいです。
夜は、茅ヶ崎の花火が直径２・３ｃｍの花を広げているのが、見えました。
ただこれだけ小さいと迫力はありません。
翌朝は、周辺部に雲がかかり、日の出はおがめません。涼しいうちにと５：
３０にヤビツにむけて出発しました。まだ朝は涼しいだろうと思ったわけです
が、これが間違い。じっとしﾄﾄいると確かに涼しいんですが、動くともう汗が
滝です。
朝と夕方の違いを認識させられました。暑い→涼しいの夕方と、涼しい→暑
いの朝の違いだけではなく、太陽の強さが違うようです。
今回でこりました、夏に丹沢に行くなら沢ですね。もっとも、ヤビツでこれ
から３の塔とか大山に移行という人達がいましたが、これはもう地獄の修養と
しか思えない(^_^)。
ＰＳ 途中で、ブヨにやられて、右手が腫れ上がっています(:_;)
ＦＲＯＭ Ｙ．Ｙ．
（ＯＳＫ、50011）

TITLE : MOUNTAIN
[MOUNTAIN/;B;5;9;2]

: ブヨの初体験

00292 91-08-04 20:35:07 TYK50011 ブヨの初体験
＝＝＝＝＝ブヨ初体験報告です＝＝＝＝＝
これまでプールとか海でアブにやられた経験はありましたが、ブヨにやられ
たのは今回の塔の岳歩きが始めてです。
身体の小さい割には強い毒をもっているんですね。手首から１０ｃｍくらい
上の所を刺され（噛むのかな？）
、気がついたときには手首から肘まで腫れ上
がっていました。傷口は数ｍｍの小さいものなんですけど。
腫れとともに痛みもありましたが、翌日は腫れもだいぶ収まってきました。
ただ今度は、腫れていたあたり全体が赤くなり、猛烈にかゆくなります。
肘から脇に向けて赤い筋がだんだん登ってきまして、これが腕の付け根まで
くるとリンパ腺が腫れてたいへんだろうなと思ってましたら、５ｃｍくらいの
ところで停止してくれました。ラッキー。
とよ歩会のキャンプでは、管間さんが２・３ケ所ブヨにやられたと言ってま
したが、大変だっただろうと思います。
ＰＳ 娘には、フィラリアを媒介するんだといって脅されました(:_;)
ＦＲＯＭ Ｙ．Ｙ．
（ＯＳＫ、50011）

表題:木曽駒ヶ岳
.木曽駒
*[01* 日
付<]'91/08/22＠日付
*[02* 山
系<]中央アルプス＠山系
*[03* コ ー ス<]木曽駒
*[04 地図・案内<]

ロープウエはＳ42 年に完成、その規模はモンブランに匹敵する規模。標高差９５０ｍを約８分で一気に登り、２６００
ｍの千畳敷に達する。中央アルプス、東は伊那谷、天竜川（源：諏訪湖）に西は木曽谷、木曽川に囲まれた古くから３６
峰８千渓といわれる急峻な地形で、南北に１５０ｋｍと長く、幅はわずかに３０ｋｍ。一番北の主峰駒ヶ岳（２９５６ｍ）
より南へ宝剣岳（２９３１ｍ）
、島田娘（２８５８ｍ）、濁沢大峰、檜尾岳（２７２８ｍ）
、熊沢岳（２７７８ｍ）
、東川岳、
空木岳（２８６４ｍ）
、南駒ヶ岳（２８４１ｍ）と続く。駒ヶ岳より西には木曽前岳（２８２６ｍ）
、麦草岳（２７３３ｍ）
、
赤林山と連なり木曽川にいたる。東には伊那前岳（２９１１ｍ）
、黒川山（２２８３ｍ）を経て伊那盆地にいたる。
千畳敷カールは高山植物のお花畑として有名。空きにはナナカマドの紅葉。
［コース］朝日登山
横浜＝駒ケ根ＩＣ＝菅の台＝しらび平＝千畳敷
千畳敷－乗越浄土－宝剣山荘－中岳－木曽駒本岳・・・・・往路
（’９１／０８／２２、２３）雨 → 晴
7:15 竹山
車で送ってもらう
7:45 西口
今日のﾘｰﾀﾞｰは中島さん
8:05 出発
今回は、２８人とリーダの２９人。えらく渋滞していた
10:00 石川ＰＡ 12:15 八ヶ岳ＰＡ(800m) 次第に雨、時々雨足強まる
少し行ったところが中央高速最高地点で１０１５ｍもある。
12:30 昼食
約１０００年前に開かれたという光明寺のところ。ひかり苔が有名
14:00
14:10 菅の台
路線バスに乗換。ここから渓谷沿いに約３０分。沢にある大きな岩の上にニホンカモシカが昼寝
していた。しらび平でロープウエに乗換。雨とガスで殆ど下は見えず。なんかカモシカが動いた
ような気がしたが・・。
15:00- カール
雨が本格的なため、しばらく館内に待機。少し収まったところで千畳敷カールを一周。もう、高山
植物の花も終わり掛けており、クルマユリがひとつポツンと咲いていた。黄色のミヤマアキキリ
ンソウは満開。トウヤクリンドウもゆうめいらしいが、なんかつぼみか花が閉じたみたいに感じ
で、白い花のためパットしない。うさぎぎくも黄色い花をつけていた（小型のひまわりみたい）
。
細い糸状の花弁がのびたちんぐるまもあったが、もう終わりかけ。17:00 くらいから晴始め、
みるみるとれていくガスを通して伊那市の町、更に遠く南アルプスが見え始める。
17:30 ふろ
大きな浴槽で温泉形式。鉱泉かも。
18:00 食事
馬刺しに石狩鍋。８畳くらいに５人詰め込まれたが、風呂は最高、食事もまあまあ。電気と水が
豊富で、山荘というよりは名前通りにちょっとした旅館なみ。
夕暮れの中、雲海の向こうに南アルプスとアルプスの山並から頭を出した富士山、幻想的な眺望を
楽しむ。次第に暗くなっていくが、満月近いため空が明るく、満点の星とはいかなかった。
しかし、人工衛星を２個みつけた。
21:00 ﾄﾞｰﾑ
ホテルのアルバイター（林という電気専攻の面白い学生）に天体観測を頼む。ほとんどの人が寝
てしまい、６人でドームにあがる。
22:30
まず、カシオペアの？？？星雲。これはぼーっと霞む蜘蛛の巣状。ついで林氏の熱っぽいご推賞
のコト座のベガ。確かに光輝く宝石といった印象。土星のリングに周りの衛星が３個まで見えた。
月は明るすぎて、見た後に斑点が残る。人数が少ない事もあって、じっくりと楽しめた。
ドームの中に座っているうちに次第に腰が痛くなってきたが、素晴らしい経験をできた。
3:00 起床
4:00 出発

流石に眠い。トイレにコーヒー、柔軟体操とゆったり。
月が沈んだらしく、空が暗くなり星が増える。最後尾を命じられる。腰に自信がないが、まいいか。
カールから稜線に出るまでは、えらい勾配。一直線に延びる登山道だが、その中でジグザグになっ
ていて、思ったよりは登りやすい。途中で、７０歳台のおばあさん（娘ときていた。厚化粧のな
んとなくおかしな印象の４０歳台かなというかんじ）が、ダウン。そのまま明るくなるまで待機
してもらう事で置いてくる。
5:00 乗越浄土 次第に空が明るんでくる。
5:10 日の出
宝剣山荘をすぎた広い山頂。こまくさの育成をしていた。木曽御岳、乗鞍岳が中岳にに隠れている
が北アルプス、そして八ヶ岳、南アルプスと広がり、南アルプスの左側から太陽が顔を出す。
まれに見る素晴らしい晴天、展望だ。
5:50 山頂
中岳を経て、山頂。木曽御岳、北アルプス、浅間山、八ヶ岳、南アルプスが３６０度展望の中、
雲海に浮かび上がる。
6:30 下山
景色を堪能しながらもってきた弁当。
6:55 乗越浄土 ここから伊那前岳まで希望者のみ往復。片道１０分くらい。
8:20 千畳敷
流石に陽射しが強く、飲んだビールのうまい事。もう、既に遠景が霞始め、ガスも出始めた。
9:20 しらび平 時々ガスで目の前が真っ白になるが、ゴンドラ真下の沢ものぞけた。動物の気配無し。
10:00 風呂
菅の台の高原荘。
11:00 昼食

15:45 西口
TITLE : MOUNTAIN
[MOUNTAIN/;B;5;9;2]

: 木曽駒ヶ岳に行ってきました

00299 91-08-23 22:10:52 TYK50011 木曽駒ヶ岳に行ってきました
山ボードの皆様、またぶり返した暑さにも負けず、アウトドアライフにいそ
しんでおられる事と思います。
私も（私は？）
、仕事は二の次、夏山シーズンを逃してなるものかと、この
木・金と木曽駒ヶ岳に行ってきました。
九州付近でもたもたと嫌がらせをしていた台風のあおりを受けて、木曜日は
しっかりと雨。これじゃ明日も駄目かなと諦めはじめたところで、夕方から夜
にかけて晴始め、南アルプアスを遠景に眼下の雲海を楽しめました。
月が明るすぎて天の川は隠されてましたが、それでも南アルプスのシルエッ
トを背景に人工衛星を見られました。
あっと、宿泊は、標高１６６０ｍのしらび平からロープウエで約２６００ｍ
の千畳敷まで登ったロープウエ駅階上にある「ホテル千畳敷」です。
数年前はなんとか山荘という名前だったそうです。今は、名前どうりにきれ
いなところで、もちろん水洗で電気は２４時間供給されてますし、広い風呂も
あります。
このホテルには３１ｃｍの反射望遠鏡とドームの天体観測施設があります。
明日は、４時出発と早いｂすが、是非にと頼みまして、９時からじっくりとア
ンドロメダ星雲、ベガから土星、月と観測させてもらいました。６人しかいな
かったものですから、こころゆくまで堪能できました（もっとも、睡眠不足で、
今半分眠っている状態です）
。説明者（奈良からきているアルバイトの林さん、
ありがとう）のご推賞のベガは光輝くダイアモンドといった素晴らしい星でし
た。
山頂めざして出発した４時には月もしずんだらしく、満点の星です。懐中電
灯を頼りに千畳敷カールから登り始めて中岳まで行ったところで、日の出です。
雲海の中に浮かぶ木曽御岳、北アルプス、浅間山、八ヶ岳そして南アルプスと
その後ろの富士山と３６０度の大パノラマを楽しみました。それにしても昨日
の雨で空気が澄んだ事もあって、稀にみる好展望に恵まれました。
「ななかまど」はまだですし、お花畑は「みやまあききりんそう」が最盛期
といったかんじで、丁度端境の時期でしたが、かもしかにも会えたし、お天気
にも恵まれた山行きとなりました。
さあ、流石にこれだけ仕事をサボルト・・・(^_^;)
ＦＲＯＭ Ｙ．Ｙ．
（ＯＳＫ、50011）

TITLE : MOUNTAIN
[MOUNTAIN/;B;5;9;2]

: 駒草の不法採取による全滅

00301 91-08-30 13:00:45 TYK50011 駒草の不法採取による全滅
木曽駒ヶ岳に先週行った時、山頂手前のピーク（中岳だと思いますが）近く
の広場に「こまくさ群育地・・用語間違っているかも）
」がありました。
そうですね直径が３ｍ位で、ロープで円形に囲った場所です。４ケ所くらい
ありまして、そのうち２ケ所には、こまくさが咲いていました。
そういえば自然に生えたこまくさを見ないな、わざわざ観光のために育てて
いるのかな、とその時は思いました。
後で話をきいたら、かっての木曽駒ヶ岳にはこまくさが群生していたそうで

す。それが不法採取されて全滅したそうです。
なんか、私の（俺の）庭にはこまくさが咲いているなぞと威張っているアホ
もいるとか聞きました。
ＦＲＯＭ Ｙ．Ｙ．
（ＯＳＫ、50011）

表題:大山
.大山
*[01*
*[02*
*[03*
*[04

日
付<]'91/09/22＠日付
山
系<]丹沢＠山系
コ ー ス<]大山
地図・案内<]
約 1200 年前、良弁大僧正によって開山。別名 阿夫利山または雨降山。標高 1252ｍ，表登山道のケーブルを利用
すれば、標高差 約 500ｍの登り。
高尾の様に公園化していないが、指導標もしっかりしており、道もまあまあ整備さ
れている。表登山道、ヤビツ峠、日向薬師、広沢寺とコースが
ある。交通の便が良い表コースは、信仰登山のお年寄
りから家族ハイクの幼児づれまで、天候，季節によらず結構の人出。
［コース］
町田＝伊勢原＝ケーブル駅＝下社－山頂－見晴らし台－日向薬師＝伊勢原＝町田
（’９１／０９／２２）曇り → 晴
長女の合格祈願、ひとり丹沢開き
8:06 竹山
残念、7:53 が目の前を
8:23 鴨居
8:13 が目の前を！！
8:46 町田
9:12 伊勢原着 意外と人出少なく、バスも数人が立っている程度。 9:16 発
9:40 着
相変わらずの工事のせいか、バス停は下のほう、トイレも駄目
10:00 ケーブル 結局、ケーブル駅でトイレ。すぐ出発で行列もないので、乗る事にする。
10:10 お詣り
拝んだ後、護摩焚ができたので、合格祈願。合格のお守り受ける。登山口で道中守りを受ける。
10:25 出発
11:28 山頂
結構、楽に登った・・と思ったらゆっくりだったようだ
12:00 下山
裏手にまわったら、電波塔の工事
この電波塔の工事では、大きな部品、仮設小屋、小型の重機などが置かれていました。電波塔は、
どうも東電のもので、工事をＮＥＣが請け負っているようだ。
工事のやり方というか、備品類の置き方、表示の仕方に若干気になるところがある。
まず、展望標識の真ん前（富士山、表尾根を展望するのに最適の場所）に桟敷みたいなものを
仮設されていまして、
「立ち入り禁止－ＮＥＣ」という無愛想な札が掛けられている。
素人には桟敷の用途がわからないせいもあり、いかにも展望の邪魔をしていて、愛想のない札と
あいまって不快感を与える。
もうひとつは、一般的なコースではありませんが、電波塔の周りに置かれた資材が北尾根への入り
口を完全に妨害。北尾根自体が地図とか案内書に載っていないコースだから取扱いが難しいが、
少なくとも通行は出来るようにしてもらいたい。特に、北尾根を通って大山山頂に来る人には迷惑だ。
13:25 見晴らし台
途中の林の中に入ったりして、のんびりしたので時間がかかった。
14:30 林道
不動茶屋？ 以前涌いていた水が枯れていた。
15:00 バス停
やたらに車での行楽客が多い。おそらくバーベキューだろう。満杯の客だ。
途中、畑などに彼岸花が満開で群生。写真を取りにきている人も大勢。
15:06 発
大急ぎでビールを買って、車内で飲む。
町田でＪ＆Ｐによったが、家には５時過ぎに帰れる。
９月下旬から翌年の６月にかけてがは、丹沢のシーズンだと勝手に決めてい
ます。というわけで、今日は「ひとり丹沢開き」をするために、大山詣でをし
てきました。
下社、本社とお詣りするために、伊勢原からの最もポピュラーなコースを選
定しました。おそらく人出も多いだろうから、ケーブルには乗車せずに下から
歩いていくつもりでした。ところが、伊勢原からのバスも立っている人があま
りいないという空き方です。ケーブルも行列がなく、すぐ乗れるような状態で
す。当然の事、ケーブルを利用しました。

下社で山歩きの安全祈願をしまして、社の下の湧き水（丹沢名水という名前
がついています）を頂きます。
下社からの登山口には、鳥居がありまして、お祓いの道具が用意されていま
す。時々、道中安全のお札が三宝に置かれている事がありますが、今回は、ラ
ッキーにも用意されたばかりで沢山のお札がありました。早速、１昨年前の古
いものと交換させてもらいました。ここから、山頂の本社までは約１時間の登
りとなります。
山頂では、本社にお詣りした後、見晴らしの良い裏手にまわりました。小田
急の車窓からも見える大山山頂のたんこぶみたいな電波塔があるところです。
この電波塔の工事が行われていまして、大きな部品、仮設小屋、小型の重機な
どが置かれていました。電波塔は、どうも東電さんのもので、工事をＮＥＣさ
んが請け負っているようです。
このネットにはＮＥＣさんの方、おられますよね。東電さんはどうでしょう
か。工事のやり方というか、備品類の置き方、表示の仕方に若干気になるとこ
ろがあります。まず、展望標識の真ん前（富士山、表尾根を展望するのに最適
の場所）に桟敷みたいなものを仮設されていまして、「立ち入り禁止－ＮＥＣ」
という無愛想な札が掛けられています。素人には桟敷の用途がわからないせい
もありますが、いかにも展望の邪魔をしていて、愛想のない札とあいまって不
快感を与えているようです。実際、けとばしている小父さんもいました。
もうひとつは、一般的なコースではありませんが、電波塔の周りに置かれた
資材が北尾根への入り口を完全に妨害しています。北尾根自体が地図とか案内
書に載っていないコースですから取扱いが難しいと思いますが、少なくとも通
行は出来るようにして頂きたいですね。特に、北尾根を通って、大山山頂に来
る人には迷惑だと思います。
と、憎まれ口をたたきましたが、山頂からは見晴らし台方面へ下山しました。
途中に、広沢寺方面と見晴らし台経由の日向薬師方面にわかれます。ここで、
どちらにしようかとしばらく悩みました。広沢寺方面に行く人は少なく、静か
な山歩きを楽しめます。しかし、こちらに行くと厚木に着くまでビールを入手
できません。そうだ、今日は「ひとり山開き」だ、と勝手に納得し、ビールを
選択したのはいうまでもありません。
山を下りてバス停までの舗装林道は行楽の車が溢れ、みなさんバーベキュー
を楽しんでおられました。周辺の畑には彼岸花が見事に咲いていまして、それ
を撮影するために来られた方も大勢おられたようです。
以上のコースですが、町田から町田までで８時間弱くらいです。思いついた
時に手軽に行けます。
ＦＲＯＭ Ｙ．Ｙ．
（ＯＳＫ、50011）

表題:大山三峰
.大山三峰
*[01* 日
付<]'91/09/29＠日付
*[02* 山
系<]丹沢＠山系
*[03* コ ー ス<]大山三峰
*[04 地図・案内<]
［コース］小田急本厚木＝煤ガ谷（宮ガ瀬行き）－湯出川橋－物見峠分岐－山の神－北峰－三峰－不動尻
－広沢寺温泉入り口＝本厚木
大山から北方に伸びる尾根筋に連なる４～５個のピークからなる。起伏も結構あり、一部ザレたところとか鎖場,はし
ごもあり変化に富んでいる。８９年の夏には滑落死亡事故があり、急峻であり経験者向きの山である旨の立て看が随所に
出ている。しかし、ハイキングガイドに出ている事もあって、毎回１，２人のあまり装備のできていない人が混じってく
る。なお、交通の便も結構良いほうだが、訪れる人はあまり多くなく、静かであった。登り口のあたりには野生の猿もい
るようだ。狩猟期には猪
のハンターもいる・・・しかし、コース整備が進み、人気コースになって人が多くなった現
在は？

（’９１／０９／２９） 雲が多めだが、一応晴天になる
7:36
7:45
8:06
8:28
9:15
10:18
10:40
11:40
11:45
12:00
13:00
13:20
14:30
14:31

竹山
鴨居
町田
本厚木
出発

8:30 頃バス発、ラッシュ並の混雑、ハイカーばかりだ。団体さんが多いようである。
バスの団体さんより先に出発。ＯＫかと思ったら次々と団体さんにに遭遇。５団体、６０人は
追い越したか？
山の神ベンチ
物見峠ベンチは団体さんでふさがっていたので、そのまま通過。
出発
ここまでは、小春日びよりで、のんびりと歩く。
山頂
途中のガレ場も整備されて、雪でもなければ安心して通行できるようになった。
山頂には２０にんくらいいたかな。この後、団体さんも来るだろし、通過。
弁当
少し先の静かなところで、弁当。
下山
だいぶ山頂の人達がきだしたので、あわてて出発。
沢で休憩
ふたつめの鎖場をすぎたところの沢で休憩。
不動尻
通過
バス停
団体さんを追い越したおかげで、バス待ち者はまあまあで、十分座れた。
バス発

ひさしぶりに大山三峰に行ってきました。
大山三峰は大山の北方に４～５連のピークをもって広がっています。このう
ち大きなピークを北峰、三峰、南峰と称しているようです。中心の三峰が最高
峰で約９３５ｍと低山ですが、結構起伏に富んでいます。鎖場、梯子もあり、
かなりザレた所もあって、毎年滑落事故で犠牲者が出ているようです。
一般的なコースは、清川村の煤ケ谷（宮が瀬の手前）から入ります。煤ケ谷
から物見峠分岐まで約１時間のゆったりとした登りです。ここからが、三峰山
への登りとなります。ザレ場とか鎖場、梯子もここから出てきます。１時間半
のあえぎで山頂に到着しますが、眺望はそれほどのものではありません。
下りは、不動尻にむかいます。途中から、おそらく谷太郎川に注いでいると
思われる沢沿いの道を通って、小１時間で不動尻のキャンプ場になります。と
ころどころで、沢に下りて汗を流す事もできます。キャンプ場からは舗装林道
を１時間強で、広沢寺温泉入り口に到着します。ここから本厚木までのバス便
は２０分に１本くらいはあります。
眺望はいまひとつですが、このようにコースが変化に富んでいまして、また
訪れる人も少なくて静かな山歩きを楽しめます（ました！）ので、好きなコー
スのひとつです（でした！）
。
先日の朝日新聞に「コースが整備されて人気の出てきたハイキングコースに」
という記事がありましたが、これ程だとは思いませんでした。
まずは、本厚木の宮が瀬（上煤ケ谷）行きのバスでびっくり。ラッシュなみ
の混雑です。これまでは、大体座れましたし、ハイカーも多くて１０人くらい
でしたが、今日は全員がハイカー。
団体が多くて、山頂に到着するまでに追い越したグループが５団体の５０～
６０人。これも今までは、人に合う方がめずらしくて、山頂で遭遇する程度で
したし、途中で会ってもせいぜい数人くらいでした。いやあ騒がしいのなんの。
コースは確かに整備されています。随所に木の階段が設けられ、鎖なんかも
新しくなっていました。以前に２回落ちた鎖場(:_;)も整備されています。
街からも近くて、本厚木から本厚木までで６～７時間くらいという手軽なと
ころで、結構深山の雰囲気を味わえますし、人も少ないという事で穴場でした
が、もう駄目なようですね。以前の雰囲気を味わえるのは、冬場でしょうね。
ＦＲＯＭ Ｙ．Ｙ．（ＯＳＫ、50011）
VMAIL

表題

日帰り丹沢の穴場

大山三峰って御存知ですか。丹沢日帰りコースで、私の好きな穴場を紹介し
ます。本厚木からバスで３０分くらいで登山口に到着できます。アクセスが手
軽な割には、深山のたたずまいがあり、訪れる人も少なくて、静かな山歩きを
楽しめました・・過去形のいわれは後述。
丹沢の大山は有名ですが、その北方に４～５連のピークをもって広がってい
ます。このうちの大きなピークを北峰、三峰、南峰と称しているようです。中
心の三峰が最高峰で約９３５ｍと低山ですが、結構起伏に富んでいます。鎖場、
梯子もあり、かなりザレた所もあって、毎年滑落事故で犠牲者が出ているよう
です。
一般的なコースは、清川村の煤ケ谷（宮が瀬の手前）から入ります。煤ケ谷
から物見峠分岐まで約１時間のゆったりとした登りです。ここからが、三峰山
への登りとなります。ザレ場とか鎖場、梯子もここから出てきます。１時間半
のあえぎで山頂に到着しますが、眺望はそれほどのものではありません。
下りは、不動尻にむかいます。途中から、おそらく谷太郎川に注いでいると
思われる沢沿いの道を通って、小１時間で不動尻のキャンプ場になります。と
ころどころで、沢に下りて汗を流す事もできます。キャンプ場からは舗装林道
を１時間強で、広沢寺温泉入り口に到着します。ここから本厚木までのバス便
は２０分に１本くらいはあります。
最近の朝日新聞に「コースが整備されて人気の出てきたハイキングコースに」
という記事が出てましたが、先日行って驚きました。
まずは、本厚木の宮が瀬（上煤ケ谷）行きのバスでびっくり。ラッシュなみ
の混雑です。これまでは、大体座れましたし、ハイカーも多くて１０人くらい
でしたが、今日は全員がハイカー。団体が多くて、山頂に到着するまでに追い
越したグループが５団体の５０～６０人。今までは、人に合う方がめずらしく
て、山頂で１、２人に遭遇する程度でした。いやあ騒がしいのなんの。
以前の雰囲気を味わえるのは、冬場だけでしょうね。というわけで、もう穴
場でなくなった穴場の紹介でした（世の中、そうですよね。ほんとの穴場を誰
が紹介するものか(^_^)）
。

表題:鍋割山
.鍋割山
*[01* 日
付<]'91/10/17＠日付
*[02* 山
系<]丹沢＠山系
*[03* コ ー ス<]鍋割山
*[04 地図・案内<]２万五千地図 秦野、大山

アルペンガイド 東京周辺ワンデイ・ハイク

［コース］小田急渋沢＝大倉－西山林道－表丹沢県民の森－二股－後沢乗越－鍋割山－小丸－大丸－金冷やし
－大倉尾根－大倉＝小田急渋沢
塔の岳直下の金冷シの頭から西の延びる尾根を鍋割山稜といって、大丸，小丸をへて代表的なピークの鍋割山約１２
７０ｍにいたる。大倉尾根から入るコースと後沢乗越より北上するコースがある。後者は、登山者の多い大倉尾根に比べ
て静かである。途中、県民の森，登山訓練所をへて二股より沢を横切って植林の中を後沢乗越にいたる。ここからカヤト
の中の登りとなる。ゆるやかなピークを二つ越すと山頂。山頂には鍋割山荘があり、宿泊も可。塔の岳にいたる鍋割山稜
はぶな林の中の気持ちの良い尾根道。
（’９１・１０・１７） 曇り後雨。双子低気圧で大荒れとの予報。
去年に連れ合いと行って、ほぼ１年ぶり。でも、久しぶりというより、馴染みの所といった
印象。
7:20 竹山
7:40 鴨居
7:49 町田発
8:37 渋沢着
8:41 バス発
8:55 大倉着
9:00 出発。
流石に、バスで大倉についたのは俺だけ。コーヒー飲んでいると、多分帰りと思われる人が数人いる
程度。これからなんて人はいそうも無し。

11:15 林道終点 沢を渡った広場。途中、二人組が下りてきた。
11:10 後沢乗越 約８４０ｍ。だいぶペースが落ちている。全天、雲に覆われているが、まだ大丈夫。遠雷のような
音のするのが 、不安。
12:15 山頂。
途中、富士山は見えないが、空気は澄んでいて幻想的な展望。しかし、次第に風も出てきたため、
ペースをあげる。やはり恐いのは雷、天気予報では雷をいっていたが。万一の場合は、山荘に泊
まろうと思っていたが、誰もいない。もちろん山頂には俺一人。多少、アドレナリンも！！。
そそくさとお握りだけ食って、出発。もうできるだけ早く下山した方が良さそう。小丸尾根
を選択する。
12:25 出発
小丸への途中で、だいぶ成長した小鹿に会う。こちらも焦っているので、楽しめず。
12:55 小丸分岐 小丸を通り過ぎて、次の小ピークが分岐。もう数年前に利用しただけなので、おぼろげにしか
おぼえていない。小丸のピークを過ぎて、しばらく分岐がなかったため、焦った。
南斜面になるため、風はぴったりと止まる。雨が多くなったので、ザックカバー、スパッツを
装着する。
この斜面は、１０分ちょっとくらいの間は、低い雑木がまばらにある程度で、町並みの眺望が
得られる。後は、雑木ついで植林、また雑木と樹林帯の中を歩き、眺望無し。ところどころ
やたらに暗いところあり。
15:10 林道
やっと、林道着。この尾根は道の状態は大倉尾根よりいいが、ひとり歩きだと、なんか・・・・。
訓練所の沢広場に、人がいた。昨日のプールの後、これはきいたな。疲れた！！
16:40 大倉バス停 林道についた沢での身支度、疲れて林道途中の休憩なんかしたが、思ったより時間かかって
いなかったようだ。
16:52 バス発
夫婦のハイカーと一緒になる。塔の岳に行ったのかな。
昨日、今日と第１線登山家の事故のニュースが続きますね。
長谷川恒男さんは４０代、大西宏さんは２０代後半と、年齢も違っていますが、
何千ｍといった厳しい山に自分をぶつけていく事を続けるかぎは、いずれ事故
は起きてしまう、無事にいるのは、運が良いだけとも思われます。
今日の放送で今井通子さんが、
「このところの異常気象のせいかもしれない。
雪の状態とか、岩の状態が違っているのでは。
」と言ってました。
長谷川さんは、文庫本で最近出たものをひとつ読んだだけですし、大西さん
は全く存じ上げませんが、ご冥福をお祈りします。

さて、話変わりまして、本日もまた雨ですね。天気予報でも太平洋側と日本
海側に低気圧がいて、大荒れになるといってました・・・・・が、今日予定し
ていた午前、午後の会議が中止になったものですから、急遽休みをとって、鍋
割山に行ってきました。
流石に、平日でこの天気予報ですから、ひとっこひとりいませんでした。鍋
割山荘も閉鎖されていまして、少し寂しすぎました。
山頂到着までは、なんとか雨も降らずにすみましたが、昼食とろうかという
頃から、雨が降り始めて、風も出てきました。やはり不安になるものですね。
そそくさと食事を切り上げて、コースも大倉尾根まで出ようという当初の予定
を変更し、途中の小丸尾根を下りました。
３・４年前に通ったときの記憶では、大部分が樹林帯でしたので、風雨も多
少ましだろうと願ったわけです。これは予想どうりでしたが、週の真ん中とい
う体力消耗時期に、雨の中を７時間強の歩きはこたえました。やはり、年齢を
考えなくっちゃと反省しているところです。

表題:三ツ峠
.三ツ峠
*[01* 日
付<]'91/11/02＠日付
*[02* 山
系<]富士山＠山系
*[03* コ ー ス<]三ツ峠
*[04 地図・案内<]２万五千地図 河口湖東部

るるぶハキングガイド

アルペンガイド東京周辺ワンデイハイク

［コース］ＪＲ大月＝富士急行三ツ峠－達磨石－八十八大師－富士見山荘－開雲山－富士見山荘－木無山
－天上富士見台駅－河口湖駅＝大月
交通の便も良く登山道も整備され、目の前にせまる富士山から遠く八ガ岳、南アルプスまで広がる眺望に加えて、ロ

ッククライミングの練習に使われる屏風岩に代表される高山的な岩峰と人気の高いコースである。
いくつかのコースがあるが、三ツ峠駅からの表登山道は約１時間の簡易舗装された林道を歩いて、やっと山道に入れ
る。２時間半のかなり急勾配の山道をとうってやっと山頂にいたる。途中、ロッククライミングの練習をしている屏風岩
がる。その手前に左に富士山、正面に双子のそそりたつ峰（御巣鷹山、開雲山）の豪快な眺めあり。山頂まぎわの鞍部に
ある山小屋をとうりすぎて約１０分で１７８６ｍの開雲山山頂。ＮＨＫの中継所が無粋であるが、北八ツ、南アから富士
山、箱根と３６０度のパノラマが得られる。山小屋に戻り、なだらかな尾根をたどると草原状の木無山。お花畑の標識が
あり、夏にはいいらしい。ここからロープウエまではなだらかな、えらく長い尾根歩きとなる。
（’９１／１１／２土） 曇りのち晴
6:15 竹山発
6:25 鴨居発
三ツ峠までの切符購入できる。時間余裕ないので注意
7:03 八王子発甲府行き
これまた、時間余裕が２・３分と少ないので注意。
7:52 大月着
富士急行の電車は、もう待っていた。富士急線連絡口に清算所有るが、時間かかるので、前もって
切符買っておくほうがよい。
8:10 大月発
やっと、青空が出てきた。
8:36 三ツ峠着
俺をいれて、７人くらい
8:45 出発
駅前の売店で、フィルム購入。道標は完備しており、迷う心配なし。
9:05 グリーンセンタ 町営で宿泊可。
9:20 三ツ峠遊園 池、小屋あり。水補給可能。トイレもあり。
9:31 涼風荘
9:?? 林道分岐
昨年、崩壊していたところは、通行止め。沢を新しい橋で渡るとダルマ石。
10:07 ベンチ
５分休憩。いや、今回も昨年と同じペースだ。以降、ところどころにベンチあり。ガスでなにも
見えない。
11:15 八十八大師 電車を一緒に降りた７人が、休憩のたびに前後しながら登る。流石に７人くらいだから、歩いて
いるときは、殆どひとりの状態。
５分休憩。左が崖になったところは、正面に紅葉で燃える三ツ峠山、左手はるかには富士山
・・・の筈だが、ガスで何も見えない
途中の、ロック練習場には、２０人くらいの人がいた。本当に初心者と思われる小父さんが岩
にしがみついていた。
12:00 富士見山荘 閉まっていた。別の山荘で聞いたら、老夫婦はだいぶ前にリタイヤしたそうな。今は、四季園
が買い取ったそう。
12:12 山頂
リュックをおいて山頂へ。まったく眺望得られず。コーヒ飲んで、富士見山荘に戻る。
12:20 富士見山荘 食事。
12:52 下山
四季楽園をすぎた広場に無名山の会？のテントが数張、のぞき込んだら挨拶された。多分、
ロックの練習をしにきているんだろう
14:?? 鉄塔
富士山の頭がほんの少し顔を出した。
15:03 ロープウエ いや、昨年より５０分も速いが本当かな？ 結構、観光客がいた。途中、追い越された若い
男性ハイカーと一緒になる。歩いて下る道をきかれたが、わからず。しかし、折角なら歩いて
やろうと、ﾛｰﾌﾟｳｪの人に教えてもらった。ロープウェの左側に道がある。
きれいに整備されていて、やっと本格的に射してきた日光に紅葉が映えて良かった。
15:50 河口湖駅着 天上山山頂から歩いて、３７分。 16:14 富士急発
19:?? 鴨居着
本屋のぞいたりしたが、19:30 には帰宅。

表題

三ツ峠に行ってきました

この連休は、やっとこさ晴天になりましたね。
このところ、週末になると雨が続いたもので、フラストレーションが溜まっ
てしまい、２・３週間ほど前でしたか、大荒れになるという天気予報の中、丹
沢の鍋割山に行きました。１３００ｍ弱の山ですし、２時間もあれば林道まで
下りられますから、まあ安全登山といえます。でも、流石に悪天候予報の中、
訪れる物好きはいないらしく、ひとっこひとりいませんでした。
山頂の山小屋も閉まっていまして、風雨が強くなってきた時は、多少あせり
ましたが。やはり、天候悪いと、あまり楽しくないものです。
というわけで、この連休初日に紅葉でも見物しようかと、三ツ峠山(約 1700M)
に行ってきました。しかし、昼過ぎまで、山の上はガスをかぶり、一部に青空
がのぞく程度です。紅葉は日光があたらないと、残念ながら全くさえません。
もっとも、ピンクの実をつけたマユミがきれいでしたが。

山頂下の広場には、３軒の小屋があります。そのうちの富士見荘という山荘
が、案内書によく出てきます。ここは、老夫婦がやっておられてましたが、１
年前には、閉まっていました。今年は、どうかなと期待していったんですが、
やはり閉まっていました。別の山荘の方に伺ったところ、だいぶ前にリタイヤ
されたとの事です。
付録

電車の便です、若干ローカルですが、極めて接続がよいので、ご紹介
します。
横浜線
鴨居６：２５発、
中央線
八王子７：０３発、
富士急線 大月８：１０発
（２～３分のずれがあるかも）
ほとんど、待ち時間がありません。特に横浜線は、先頭車両に乗って、
八王子で速やかに乗り換えないと、おいていかれます。
これで、富士急行 三ツ峠駅には、８：３０過ぎに到着します。
歩行時間は、
三ツ峠駅～山頂
：約４時間、
山頂～天上山ロープウェー駅
：２時間４０分、
ロープウェー駅～河口湖～富士急河口湖駅：５０分
です（標準タイム）
。

表題:大山
.大山
*[01*
*[02*
*[03*
*[04

日
付<]'91/11/17＠日付
山
系<]丹沢＠山系
コ ー ス<]大山
地図・案内<]
約 1200 年前、良弁大僧正によって開山。別名 阿夫利山または雨降山。標高 1252ｍ，表登山道のケーブルを利用
すれば、標高差 約 500ｍの登り。高尾の様に公園化していないが、指導標もしっかりしており、道もまあまあ整備されて
いる。表登山道、ヤビツ峠、日向薬師、広沢寺とコースがある。交通の便が良い表コースは、信仰登山のお年寄りから家
族ハイクの幼児づれまで、天候，季節によらず結構の人出。
［コース］
町田＝伊勢原＝ケーブル駅＝下社－山頂－見晴らし台－二重の滝－下社＝ケーブル駅＝伊勢原＝町田
（’９１／１１／１７）曇り → 晴
長女の合格祈願のお礼
10:34 竹山
曇りで寒い
10:49 鴨居
11:16 町田
少し日が射してきた
11:46 伊勢原ﾊﾞｽ 時間遅いにもかかわらず、満席。立っている人が多少
12:30 着
すごい渋滞。
12:47 ケーブル 結構、人がいそうなので歩く事にする。どうせならと、初めての男坂を選ぶ。結構きつい石段の連続
13:15 下社
お詣り
13:20 出発
14:35 山頂
裏手には、誰もいない。最初ガスがかかっていたが、食事中にはれてきた。富士山、塔の岳～三峰
のシルエットがよかった。秩父の山並も見える。工事の人と立ち話。北尾根を塞ぐ事はしないとの事。
15:15 下山
16:30 見晴らし台の前で一緒になった小母さん３人組。コートにかかとのある靴。これで歩いたとはすごい。
この時間に日向薬師の方へ歩いていく。大丈夫かいなと思ってたら間違いでケーブルに乗るつもり
らしい。教えてあげる
17:00 ｹｰﾌﾞﾙ
最終。小母さん達も間に合った。結構、とばして歩いたのに、小母さん達と数分しか違わない。
元気な人達だ
17:16 バス停

14:30 林道

途中の林の中に入ったりして、のんびりしたので時間がかかった。
不動茶屋？ 以前涌いていた水が枯れていた。

15:00 バス停

やたらに車での行楽客が多い。おそらくバーベキューだろう。満杯の客だ。
途中、畑などに彼岸花が満開で群生。写真を取りにきている人も大勢。
15:06 発
大急ぎでビールを買って、車内で飲む。
町田でＪ＆Ｐによったが、家には５時過ぎに帰れる。
流石に疲れで、９時過ぎ起床。どうしようかと思ったが、結局、大山へのお礼詣りする機会がなさそうなので、おもい
きって出かける。
いや、大山道はすごい渋滞。バスが遅れたうえ、ケーブル客も多そうなので歩いて登る事にする。どうせなら、まだ行
った事の無い男道を選ぶ。結構きつい石段が続いた。
誰もいない山頂の裏側で食事。途中、ガスが晴れて、富士、塔の岳～三峰の稜線がきれいなシルエット。遠く、秩父、
ひょっとしたら八ヶ岳も見える。工事の人と、話をする。北尾根をふさぐ事はないそうだ。
見晴らし台～二重の滝～下社コースを選ぶ。見晴らし台で、日向薬師方面に間違って行こうとした小母さん３人組を助
ける。ケーブルは最終だったが、結構乗っているし、バスも満員。もう暗い状態だが、そんなに登山に馴れていると思え
ない人が多い。全く大丈夫なのかな

表題:金時山～明神ガ岳
.金時山～明神ガ岳
*[01* 日
付<]'91/11/23＠日付
*[02* 山
系<]箱根＠山系
*[03* コ ー ス<]金時山～明神ガ岳
*[04 地図・案内<]
［コース］小田急小田原*(湖尻行)*仙石－矢倉沢峠分岐－火うち石岳分岐－明神ガ岳－見晴らし小屋－道了尊＝関本
＝新松田
箱根の外輪山で最も眺望の良い明神ガ岳と大文字焼きで知られている明星ガ岳、反対方向に金時山とを縦走するコース。
えんえんと続く尾根道をとうして眺める箱根連山、富士山は絶品。澄み渡った日は三浦半島、大島まで遠望できる。
明神から西に縦走すると金時山方面、南東に縦走すると明星方面となる。
（９１／１１／２３）朝曇っていたが、晴になる。連れ合いと紅葉狩。
7:00
7:15
7:36
8:35
8:50
10:03
10:20
10:45
11:54

竹山発
鴨居発
町田発
小田原バス停４番着
湖尻逝きバス発車
仙石着
登山開始
矢倉沢峠
火うち石岳分岐

13:00 明神山頂

13:30 下山

さすがに連休のせいか人出多い。ハイカーも多い。
３５分のバス見送る。
バス車窓から、真っ赤にもえる紅葉がきれい。
小田原でサンドイッチを買ったが、おにぎりも欲しいという事で、コンビニエンスで購入。
人が多そうだし、どうせなら初めてのコースである明神に行こうという事で、急遽変更。
８７４ｍ。明神にコースをとる。もう紅葉は終わり、落葉してしまっていた。
上がったり、下がったりと思ったより長い道が続く。笹尾根の気持ちの良い道だが、
少し長い。
途中、箱根の町との間に山が入る部分では、結構深い山のような印象。
この分岐からは、すすきで覆われた広々とした尾根。特に、今日は暖かくて、ここで
食事をしてもとの誘惑にかられる。
だいぶ人もいたが、山頂が広いので気にならず。富士山の眺望良好。風が強くて、
食事中に少し寒くなってきた。途中で出会ったぼやきのＭＴＢのお兄さん２人は、先に
出る。宮城野のはずが、最乗寺の方へ行ってしまった。
ＭＴＢのお兄さん、もどってきた！！
途中、神明水（明神水、どっちだ）におりるが、どうも普通の沢水のようで飲む気に
ならない。
両親、子供づれが上っていったが、お母さんはばてきっているようだ。14:30 でそれから
２時間としても山頂が４：３０大丈夫かな。
実は、この下山途中で素晴らしい光景を見ることができました。谷間をはさんで向こう
の山麗をなにげなくながめていたら、谷間の上空を無数の蝶のようなものが日の光を
あびてキラキラと輝きながら舞っている。幻想的な光景に一瞬我を忘れて見とれる。
よく見ると、数百、数千の色づいた木の葉が風で舞い上がり、気流に乗って上下に
踊りながら移動。この葉に日光が当たり、キラキラと輝いていた。これだけの素晴ら
しい現象だから、おそらく名前がついているものと思うが、
”かみさん”と勝手に
「リーフダンス」と名付ける。

15:30 最乗寺

２時間３０分を要してたどりついた道了尊の境内はちょうど紅葉のまっさかりで、
真っ赤にもえる紅葉とまわりの緑の色の調合が見事。

16:20 バス発
関本で新松田行きのバスに乗換
表題

山の中の素晴らしい光景

少し紅葉見物には遅いかなと思いましたが、
”かみさん”と金時山に出かけ
ました。話はそれますが、春とか秋の連休に金時山とか明神ガ岳・明星ガ岳（
大文字です）に行く時は、渋滞あるいは電車の混雑を避けるために、出発を箱
根側にして下山口を新松田側にした方がいいです。
というわけで、小田原からバスで仙石まで行って、矢倉沢峠経由で金時山を
目指しました。バスの車窓からは、真っ赤にもえる紅葉を楽しめましたが、山
に入るとやはり予想通りにもう落葉していました。人出も多くて、これじゃ金
時山の山頂は満員電車なみだと恐れをなして、矢倉沢峠から明神の方にコース
を変更しました。このコースは、初めてでしたが、結構上下のある長い道のり
なんですね。結局、仙石から明神の山頂まで２時間４０分もかかりましたが、
笹尾根の気持ちの良いコースです。
山頂では風も強かったですが、天気が良くて暖かく、ゆったりと富士山の眺
望を楽しめました。下りのコースは、大雄山道了尊のほうにとりました。２時
間３０分を要してたどりついた道了尊の境内はちょうど紅葉のまっさかりで、
真っ赤にもえる紅葉とまわりの緑の色の調合が見事でした。
実は、この下山途中で素晴らしい光景を見ることができました。谷間をはさ
んで向こう側の山麗をなにげなくながめていましたら、谷間の上空を無数の蝶
のようなものが日の光をあびてキラキラと輝きながら舞っています。幻想的な
光景に、一瞬我を忘れて見とれました。よく見ると、数百、数千の色づいた木
の葉が風で舞い上がり、気流に乗って上下に踊りながら移動していってるんで
すね。この葉に日光が当たり、キラキラと輝いていたわけです。これだけの素
晴らしい現象ですから、おそらく名前がついているものと思いますが、
”かみ
さん”と勝手に「リーフダンス」と名付けました。
人の目に触れないところでのこうした素晴らしい光景とかひそやかに花をつ
けている野草、これからですと霧氷なんかも良いものですね。

表題:仏果山～高取山
.仏果山～高取山
*[01* 日
付<]'91/12/17＠日付
*[02* 山
系<]丹沢＠山系
*[03* コ ー ス<]仏果山～高取山
*[04 地図・案内<]二万五千地図：厚木、上溝

ｱﾙﾍﾟﾝｶﾞｲﾄﾞ丹沢（山と渓谷者）で十分

［コース］小田急本厚木＝（半原行）＝野外指導センタ前－松葉沢沿い－仏果山－宮が瀬越－高取山
－野外教育センタ－半原＝本厚木＝町田
仏果山は 747ｍ、高取山 705m と低山の尾根を歩くハイキングコース。標高はそれ程でないが、仏果山、高取山には
鉄製の展望台があり、丹沢山系から関東平野に広がる 360 度のパノラマが得られる。仏果山から経ガ岳へのコースは、関
東ふれあいの道で一般的であるが、この高取山と仏果山をつなくハイキングコースも整備されている。ただ、両山は谷を
挟んで対侍しているため、眺望にあまり差がないのが残念である。

（’９１／１２／１７）
8:06 竹山
8:24 鴨居発
8:45 町田発
9:15 本厚木バス停発
9:55 野外センタ前下車

年休を取る。快晴。暖かくて、春のようだ。おかげで、遠景が霞んでいる。
春みたいに霞んでいて丹沢方面の眺望無し
バスのコース２種類。新道は野外教育センタ前、旧道は撚糸組合前。
すぐにＵターンする感じでで左側の坂を登る。すぐ下りになり、前の松葉沢沿いの道に出る。

11:30 仏果山頂上

12:10
12:28
12:39
12:43
13:10
13:45

14:12
14:30

流石に、ハイカーはいない。あいかわらず、ダム関連の道路工事をやっている。一年前と
あまりかわらないようだが？ 展望台で丹沢の各山名を確認。大山、塔の岳、丹沢山、右寄り
に蛭が岳があり、その手前に棚沢の頭。三峰が手前に下がってきて、宮が瀬大橋。全体に霞
がかかったようだ。久しぶりのせいか、大山を蛭と間違えてしまった。
下山
仏果山山頂の出口で、右に下りるロープ道。野外センタ、高取山、石小屋方面と書いてある。
どうせなら、行った事ないほうにしようかと、コース変更。
宮が瀬越え
コンクリート製と思われる枕木？が階段状に埋められていて、結構整備されている。
分岐標識
野外センタ３０分、仏果山３０分、高取山１０分。石小屋までだと１時間ちょい。
高取山
仏果山と同じ形式の展望台あり。これだけ近いと眺望がかわるわけもないので、上がらず。
石小屋方面は通行止め。野外センタへの下り道があったので、そちらへ。
分岐標識
野外センタ入り口のバス停方面と第２キャンプ場方面にわかれる。折角なので左のキャン
プ場方面にむかった。
テントサイト
少し行くと、野外教育センタ。これが、やたら大きい施設。大きなログハウス形式の宿泊
場所がいくつもあり、体育館、食堂、プールなんかもある。観察の森もある。これは、
利用したいと事務所にいく。なんでも十数歳から二十数歳までの団体利用に限定との事。
どうも本当の教育機関のようだ。
センタ入り口バス停
目の前をバスが！！ なんと、１時間もないよ。横ののなんにょう坂を下って半原へ。
半原
即、発車。旧道を通る。結構、疲れていたのか熟睡。

表題:蓑毛～二の塔～三の塔～塔の岳～ユーシン
.蓑毛～二の塔～三の塔～塔の岳～ユーシン
*[01* 日
付<]'91/12/21,22＠日付
*[02* 山
系<]丹沢＠山系
*[03* コ ー ス<]蓑毛～二の塔～三の塔～塔の岳～ユーシン
*[04 地図・案内<]２万五千地図 秦野、大山、青野原

アルペンガイド 丹沢

［コース］小田急秦野＝蓑毛－ヤビツ峠－富士見山荘－二の塔－三の塔－烏尾山－行者岳－新大日－塔の岳（１日目）
塔の岳－ユーシン－玄倉＝新松田
ヤビツ峠から塔の岳にかけて北西にのびる丹沢を代表する表尾根コースを経て、塔の岳へ。

（９１年１２月２１、２２日） 晴
7:25 竹山
7:38 鴨居
8:06 町田着
8:27 秦野着
9:05 集合にしていたが、早く着きすぎた。ｺｰﾋｰ飲んでいるところに鍋太郎（渡邊さん）
、続いて
友人の松本さん現れる。松本さんは、ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ・・広告らしい。３０前。早く集合できたので、
９時のバスに乗る。
9:17 蓑毛出発
10:15 ヤビツ峠
順調。鍋太郎さんの足が少し早いなというかんじ。案外、峠には人も車もおらず。
10:45 富士見
11:48 ２の塔
松本さんが、苦しそう。足も痛くなったようだ。後で聞くと痙攣したそうで、何度も引き返そう
と思ったそうだ。見てて心配
11:57 出発
になり、引き返し、エスケープ、明日のコースと思い悩む。なんか、いんちきアウトドア靴を
履いているし、心配ではあったが・・しかし、よく我慢したものだ。
12:15 ３の塔
食事。ここは、風が強く寒かった。
12:45 出発
13:10 烏尾山
13:17 まで休憩
13:36 行者岳
13:42 まで休憩。初老の夫婦と一緒になる。塔の岳に泊まる事にしたそうだ。
14:05 かいさく茶屋 14:09 まで休憩
14:23 新大日茶屋
14:36 まで休憩
14:49 木の又小屋
15:24 まで休憩、ｺｰﾋｰを飲む。あやしげ雲が広がってくる。
15:50 塔の岳
途中、ガスが出てきたが、暖かすぎて霧氷にはならず。
泊まりは、結構多くて３０人くらいはいた。いつもより騒がしい。
みやま山荘の小屋番も手伝いにきていた。
17:30 夕食終了
カレーライス。一面、ガスで何も見えず。渡邊さん松本さんとひとしきり話をした後、
17:30 に寝る。
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
5:30 起床
日の出は 6:40 頃。夜中にガスも晴れて、夜景が朝景？がきれいなようだ。

6:00
6:30
6:56
7:10
8:05
25

9:26
58
11:15

11:30
表題

外へ
朝食
出発
水場

富士山もくっきり。しかし、海の方には雲が残り、日の出は駄目。
得意の汁つきおでん。
富士山の麓に山中湖が、南アルプスと八ヶ岳もくっきり。
ここまでは、蛭ガ岳の直下のような急勾配。チョロチョロの水を汲むのもたいへんだし、登り
もたいへんだろう。
尊仏ノ平？
途中、右側が崖に崩れた道が、一部あるが、まあそんなにたいへんではない。ここは、鍋割沢
出発
にぶつかった所で、感じは蛭から下った熊木沢出合のところとそっくり。広い河原に砕石上の
石。水は伏流。
親子ずれが登ってきて、道を聞かれた。その後も、結構登山者が入ってくる。
ﾕｰｼﾝﾛｯｼﾞ分岐 休憩がてら、コーヒーでもと入っていったが、前にいた責任者がおらず、駄目。休憩料もいる
というので、外に出る。
出発
車
中で９０度に曲がったトンネルもすぎたところで、下ってきたワゴンが声を掛けてくれた。
新車の慣らしをやっているそうで、乗らないかとの事。車で行って、山歩きをしているそうで、
林道歩きが嫌になる事を良く知っていた。それにしても、新車に泥だらけのハイカーを乗せて
くれるとは。車内は、なにかクラッシクが流れ、面白そうな人物だ。
神縄バス停
ここで、おろしてもらう。丁度、バスが出たばかりという事で 12:27 まで待つ・
塔の岳～ユーシンの山歩き

いつもは徘徊老人よろしく、ひとりでほっつき歩いている丹沢ですが、今回は
山行きボードの SIGOP をやっています地域パソコンネットで呼びかけ、３０歳前後
の広告デザイナー、コピーライターの方達と３人で、表尾根－塔の岳－ユーシン
に１泊２日で行ってきました。
塔の岳からは、丹沢山・蛭が岳経由で西野々方面に行く主脈コース、檜洞方面
に行く主稜コースが一般的です。ユーシン方面への下山コースは２日間をかける
には短いし、熊木沢付近に下りてから丹沢湖までの林道が長いうえに、交通の便
も悪くて敬遠してました。
小田急の秦野駅から蓑毛終点のバスに乗り、蓑毛から約１時間歩いてヤビツ峠
に出ます。今年から、１２月～３月の間もヤビツ峠までバスが運行されるように
なったらしいですが、たまたま当日は運休との事。峠には駐車場もあり、さびれ
ている丹沢にしては、それなりに車も人もいるところなんですが、連休初日にし
ては少なかったですね。
この峠から塔の岳までは、アップダウンを繰り返しながら、休憩いれて５時間
強の行程です。途中、ひとりが足を少し痛め、引き返そうか、エスケープしよう
か、今日はＯＫでも明日どうしようかと悩みましたが、そこは若さですね、歩き
通しました。
途中、黒い雲が広がり始め、ガスも流れだしたので、霧氷ができるかなと期待
したが、どうも暖かすぎて駄目。１２月も下旬になるというのに、痺れるような
寒さも、冬特有の澄み切った空気もなし。なんか、稜線も春のように霞んでいま
す。
塔の岳山頂の尊仏山荘には３０人くらいいまして、クリスマスツリーにシャン
ペンを持ってきているグループも。
夕方からガスが出たものだから、残念ながら視界が得られず、塔の岳名物の夕
焼けに染まる富士山も東京・横浜の夜景も楽しむ事はできなかったですが、この
ガスも夜中になって晴始め、翌朝は富士山がくっきりと浮かび上がってきまして、
満月の横に墨画のように浮かんだ、富士山と手前の山々が見事でした。
それにしても、省エネはどこにいったのか、東京・横浜の街は夜中から朝の６
時くらいまで煌々と電気がついていますねぇ。
さて、南アから八ヶ岳の遠望も楽しんだ後は、待望のユーシンへの下山です。
低山とはいえ、やはり初めてのコースには、期待と緊張の混じりあった心地よい
興奮に包まれます。
途中、一部に谷めがけて崩れていた所もあり、丹沢特有のザレ道でしたが、山
毛欅などの雑木の中を下る、まあ歩き易い道でした。やたらに鹿の多いコースを
約１時間下れば、鍋割沢の広い河原に出ます。ここからは、箒杉沢、熊木沢を合

流しながら丹沢湖に流れ込む玄倉川沿いの林道歩きとなります。ここの沢は面白
くて、上流側の方が川幅が広く、１０ｃｍくらいの砕石状の石が敷き詰められて
います。丹沢湖に近づくにつれて、渓谷のようになり、大きな岩が出てきます。
どういった仕組みになっているでしょうね。
途中、ユーシンロッジに立ち寄り、いくつかのトンネルを通ったところで、ワ
ゴンのならし運転をしていた親切な人に拾ってもらい、丹沢湖の神縄バス停まで
運んでもらいました。車で入って、山歩きを趣味にしているそうですが、車内に
はモーツアルトなんぞが流れていました。なんかオシャレな感じの人だったな。
というわけで、新松田でのビールの乾杯で、今回の山歩きを締めくくりました。

表題:ヤビツ峠～大山
.大山
*[01*
*[02*
*[03*
*[04

日
付<]'92/01/02＠日付
山
系<]丹沢＠山系
コ ー ス<]大山
地図・案内<]

［コース］ 小田急秦野＝蓑毛－ヤビツ峠－大山頂上－雷の峰分岐－見晴らし台－２重の滝－阿夫利神社下社
－ケーブル＝小田急伊勢原
約 1200 年前、良弁大僧正によって開山。別名 阿夫利山または雨降山。標高 1252ｍ，表登山道のケーブルを利用すれ
ば、標高差 約 500ｍの登り。高尾の様に公園化していないが、指導標もしっかりしており、道もまあまあ整備されている。
表登山道、ヤビツ峠、日向薬師、広沢寺とコースがある。交通の便が良い表コースは、信仰登山のお年寄りから家族ハイ
クの幼児づれまで、天候，季節によらず結構の人出。
（’９２／０１／０２） 快晴、途中から雲。暖かくて、遠景はもやっている。連れ合いとお詣り。
7:34
7:45
8:06
8:44

9:40
9:45
11:05
11:48
13:05

竹山
鴨居
小田急町田
秦野

ヤビツ峠
出発
山頂
出発
下社

13:30 下山
14:25 バス停

表題

富士山がきれい。ヤビツ行きのバスがあるという事なので待つ。
8:57 発、小型バス。座席はふさがっているが、立つ人はいない。
随分と話好きの運転手で、新年の挨拶に始まり、ヤビツへの途中ではバスを止めて、観光案内。
海の方面は霞んでいるが、相模の海上の一部が輝いていて、それなりに素晴らしい。富士山は
雲一つ無く素晴らしい眺望。
準備。この時に、どうも愛用の ZIPPO ライターを落としたようだ。くやしい。
途中、年末に降った雪が凍結。滑って歩きにくい。
かなりの人数だが、裏側は空いていた。富士山、表尾根、方面は雲が出て見えない。
アイゼンをつけて出発。見晴らし台から下社に行く事にする。
大勢の人。
護摩たき、お札を受ける。女坂を下りる事にする。
ケーブル駅には、これから上がろうという人がずらっと、１時間半待ち！！
途中、ケーブル駅から下ったところの店で甘酒を飲もうと、物色。ケーブル駅に近い側では人
も多いので、スキップ。少し下に行ったところで入ったが、１００円も高い！？
バスは３台目に乗れたが、通勤ラッシュより混雑。狭い道に乗用車がドンドン入ってきて、
渋滞。制限すればいいのに。

おめでとうございます。大山初詣
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この２日に、大山は阿不利神社に行ってきました。ここ数年、初山歩きをかねて
初詣に行っています。
伊勢原から大山ケーブルの表参道コースは、おそらく渋滞が酷いであろうと思っ
て、秦野からヤビツ峠のコースで入山しました。秦野からのバスは、これまで 12 月
～3 月の間、蓑毛止まりでしたが、この冬からヤビツ峠までﾊﾞｽが入るようになりま
した。運行時刻は、春～夏と同じようです。なお、路面凍結時などには運休になる
そうなので要注意です。
この年末には、ふもとでも雪まじりの雨が降りましたが、流石に丹沢山中には雪
が積もったようです。結構暖かくて、風も無いため、遠景は春のようにもやってま
したが、積もった雪の方はしっかりと凍結状態で残ってます。
頂上では残念ながら雲が出てきまして、途中まで見えていた表尾根から塔の岳、
富士山も雲間に隠れてしまいました。
頂上が阿不利神社の本社ですが、ここには神社の人もめったにいませんし、今回
も社務所は閉じていまして、お札もうけられません。初詣というからには、やはり
下社まで下りる必要があります。ところで、阿不利神社は南に向かって開いていま
す。以前、神社を調査しているという人に会いましたが、「一般的には、神社は東
か西に開いている。阿不利神社のご神体は空から下ってきたので、方角にこだわら
ないのだ」という話を聞いた事があります。どうも天孫系と出雲系で向いている方
角が違うらしいです。
さて、下りは少しでも人出の少ないコースという事で、見晴らし台～二重の滝を
選びました。登りで手間取った反省から、アイゼンを装着しましたが、効果抜群で
気持ち良く下社まで下りられました。下社は、相当の人出で、登りケーブルの乗車
待ちが１時間半だとか言ってました。お詣りをすませて、当然ケーブルは敬遠して、
女坂を下りました。男坂と女坂がありまして、前者の方には多少勾配がきつい階段
が続きます。所要時間は、１０分くらい違ったと思いますが、女坂の方には、七不
思議とか不動尊をお奉した寺がありまして、変化があり面白いです。
ケーブル駅からバス停までの坂道には、両側に豆腐料理、猪鍋を食べさせる旅館、
食堂、みやげ物店が並びます。久しぶりに甘酒を飲みたくなり、店を物色しました。
人のできるだけ少ないところという事で選びましたが、これが失敗でした。一律
料金じゃないんですね。常識に反して、上より下の店の方が、高いようです。
流石にバス停にはずらりと行列が出来てましたが、３台目のバスに乗れました。
通勤ラッシュより酷い混み具合です。それにしても、狭い道に次々と乗用車が入っ
てきます。結局のところ、駐車場があけば、１台進むといった具合で、渋滞に拍車
をかけています。これで、ケーブルで１時間以上も並ぶ思いをするのなら、バスで
来た方がよほど快適だし、まわりに迷惑も掛けないと思うんですが・・・。
という事で、今年の初詣をしてきましたが、途中、愛用のライターを落とし、い
や奉納してきました。雷鳥マークを張りつけた、世界にこれしかないＺＩＰＰＯの
ライターです。うーん

表題:大山三峰
.大山三峰

*[01*
*[02*
*[03*
*[04

日
付<]'92/01/12＠日付
山
系<]丹沢＠山系
コ ー ス<]大山三峰
地図・案内<]

［コース］小田急本厚木＝煤ガ谷（宮ガ瀬行き）－湯出川橋－物見峠分岐－山の神－北峰－三峰－不動尻
－広沢寺温泉入り口＝本厚木
大山から北方に伸びる尾根筋に連なる４～５個のピークからなる。起伏も結構あり、一部ザレたところとか鎖場,はし
ごもあり変化に富んでいる。８９年の夏には滑落死亡事故があり、急峻であり経験者向きの山である旨の立て看が随所に
出ている。しかし、ハイキングガイドに出ている事もあって、毎回１，２人のあまり装備のできていない人が混じってく
る。なお、交通の便も結構良いほうだが、訪れる人はあまり多くなく、静かであった。登り口のあたりには野生の猿もい
るようだ。狩猟期には猪のハンターもいる・・・しかし、コース整備が進み、人気コースになって人が多くなった現在は？
（’９２／０１／１２）日
も。
7:34
7:46
8:06
8:28
8:43
9:10
10:05
10:25
11:30
11:55
12:10
13:15
14:15
14:29
表題

どんよりと曇っている。本厚木出てから雨。途中、止み、山頂で雨。下ったところで青空

竹山
鴨居
村山さんと落ち合って、ビデオの返却、ＲＡＭの手渡し。
町田
本厚木
トイレ見つからず、マグドナルドに入る。
バス発
男性二人連れと数人の団体さんがいた。後者は、あちこちの山の話をする元気な小母さんがい
たが、結局会わなかった。どこいったんだろ。
出発
男性二人連れと前後しながら。物見峠分岐で別れる。あちらから三峰に登り、下りは別所の方
に行くとの事。
分岐ベンチ
山の神
新築工事中。３０年にもなっていたらしい。６００ｍくらいから斜面に雪、７００ｍくらい
から道にも雪。しかし、シャーベット状で滑る心配無し。
弁当岩
山頂
途中のガレ場の整備も更に進んでいる。
山頂には数にんくらい。急に雨がばらばらっとくる。風強くて寒い。
下山
不動尻
バス停
バス待ちの団体さんがいた。どうも七沢あたりをハイキングしたらしい。
バス発
冬の大山三峰

昨年の１０月にご紹介しましたように、大山三峰は、大山の北方に４～５連
のピークをもって広がっています。このうち大きなピークを北峰、三峰、南峰
と称しています。中心の三峰が最高峰で約９３５ｍと低山ですが、結構起伏に
富んでいて、鎖場、梯子もあります。
朝日新聞の「コースが整備されて人気の出てきたハイキングコースに」とい
う記事のせいか、昨年の秋に行ったときは、バスもラッシュなみの混雑です。
団体が多くて、いやあ騒がしいのなんの・・とグチをこぼしましたが、冬な
ら人も少ないだろうと、この日曜に行ってきました。
昨年の今頃ですと、物好きなひとり、ふたりに会うといった程度でしたが、
天候不順にもかかわらず１０人くらいに遭遇しました。
それにしても、暖冬ですね。残雪もシャーベット状になってまして、アイゼ
ン無くても滑る心配もありません。山頂でも、一時期降ってきたのが雨でした。
もっとも、もう少しで雪になりそうな冷たい雨で、風も強かったため、流石
に寒くて、そそくさと下山しました。
ここが、整備され始めたきっかけは、数少ないですが、毎年滑落事故があっ
たためです。天気が悪くて薄暗い林の中を一人で歩いていると、思い出しまし
て、なんとなく落ちつかない気分になります。以前、夕方薄暗くなった頃、下っ
てくると、バロック音楽が流れてきました。流石に、ドッキとしましたが、中
年男性が、カッセトを木に掛けて、ガンガン鳴らしているんですね。友人の供
養でもしていたのかな。

さて、三峰への一般的な登山コースは、１０月にも紹介しましたが、その時に
抜けていた交通案内です。
本厚木から清川村の煤ケ谷（宮が瀬の手前）まで、バスに乗ります。駅前の交
差点をわたったところにある４番バス停で、宮が瀬行きもしくは上煤ガ谷行きに
乗車します。8:30 頃、9:00 頃にバスがあります。
煤ケ谷から登り、下りは、不動尻にむかいます。不動尻のキャンプ場からは大
沢に沿った舗装林道を１時間強で、広沢寺温泉入り口に到着します。ここから本
厚木までのバス便は２０分に１本くらいはあります。
街からも近くて、本厚木から本厚木までで～７時間くらい、交通費も小田急町
田を起点にして往復１０００円ちょい、食事代も弁当持てばゴミです。

表題:石老山
.石老山
*[01* 日
付<]'92/02/23＠日付
*[02* 山
系<]中央線＠山系
*[03* コ ー ス<]石老山
*[04 地図・案内<]アルペンガイド丹沢
［コース］中央線相模湖＝石老山入り口－相模湖病院－顕鏡寺－石老山－大明神見晴らし台－ピクニックランド前
＝相模湖駅
相模湖の南岸にある標高６９４ｍの低山。道は明瞭で指導標も完備。ファミリーハイク向けの山で訪れる人も結構多
い。顕鏡寺までに富士山からきたと思われる大きな溶岩・奇岩があり、それぞれに名前がついている。相模湖を見おろせ、
反対側では丹沢から富士山にかけての眺望が得られる。
（’９２／０２／２３）１月に腰を痛めて、１ケ月ぶり。調子を調べに軽い山に行く。
7:45 竹山
快晴だが、寒さがこたえる。
7:55 鴨居発
800 円
8:35 八王子着
8:39 八王子発
9:00 相模湖
9:05 バス。小母さん、小父さんの大きな団体さんと一緒になる
9:15 出発
10:05 融合見晴らし台 まあ、快調だ。休憩せず、登りつづける。陰には雪が残っている
10:35 山頂
丹沢、大室山、富士山、南アと眺望良し。早いので、そのまま縦走続ける
11:15 大明神山
少し早いが、食事にする
11:40 出発
すぐに、見晴台
12:08 キャンプ場
12:40 バス停
高尾、嵐山を縦走してきた小父さんと話す
12:49 バス
大きな料亭：ねん坂の関
表題

石老山の紹介です

なんとなく忙しく、持病の腰痛もていたものですから、１月１２日に大山三峰
に行って以来、山歩きもご無沙汰してました。
なんとか山歩きも復活できそうになりましたので、腰の確認もかねて相模湖湖
畔の石老山に行ってきました。記録を見たら、２年振りの訪問です。
石老山は、相模湖の南岸にある標高６９４ｍの低山です。道は明瞭で整備され
ていて、山歩きというよりヒルウォークといった感じで、お子様づれのファミリー
ハイクに最適です。
中央線の相模湖駅からピクニックランド経由の宮が瀬（三ケ木）行きのバスに
乗ります。ピクニックランド前の次が石老山入り口で、１６０円区間ですから、
すぐ近くです。バス停から道路をわたって、車道をゆるやかに登っていくと相模
湖病院があります。
病院の横を通って、中腹にある顕鏡寺への参道を登っていきます。途中、富士

山の噴火で飛来したと思われる大きな熔岩・奇岩があり、それぞれに名前がつい
ています（コースから外れたところで、ガメラそっくりの大岩を見つけました）
。
顕鏡寺をすぎると、山らしくなります。バス停から相模湖を見おろせる見晴台ま
で約５０分くらいでしょうか。
見晴台から３０分くらいで石老山山頂に着きます。正面には、丹沢山塊が広が
ります。道志側から眺める姿は、いつも横浜、都心方面から見た時と印象が異な
ります。大山は左手遠くにあり、正面には丹沢三峰とか蛭ガ岳が聳えています。
右手側は、大室山の向こうに富士山が、その横には南アが見られます。
ここを越えて、道志に下りることもできて、そのまま丹沢に登る人もいます。
通常は、山頂から西の方に縦走し、大明神見晴台、鼠坂（ねんざか）を経て、ピ
クニックランド前のバス停に下ります。山頂から１時間半＋αくらいでしょうか。
大明神見晴台までは、左手前方に富士山を見ながらの気持ちの良い尾根道で、
その季節には群生したつつじの花が楽しめます。また、見晴台からは道志の牧歌
的な村の向こうに富士山が眺められ、反対側の相模湖方面には高尾山、景信山、
陣馬山と連なる山並みが眺められます。
八王子駅で中央線に乗り換えましたが、ホームは中高年のハイカーで賑わって
いました。相模湖駅は３つ目ですが、ほとんどの人は、先まで乗って行きました。
八ガ岳方面はもちろん大月から三つ峠方面に行くには少し遅めなので、上野原近
傍か初狩近傍の高川山に登るのでしょうか。それにしても、夫婦連れが目につき
ます。あまりにも手軽でポピュラーな石老山に行く人は少ないだろうと思ってま
したが、案に相違して、９時５分発のバスは、立つ人がいるくらいの乗車率で、
みなさん石老山ハイクの団体さんでした。
団体での山歩きも楽しいですが、無関係だと騒がしいのみで・・(^_^)。野生の
動物も近づいてくれませんし、こちらがぼーっと風景に溶けこんでいる時に、け
たたましい笑い声をたてられると、心臓が止まりそうになります。でも、少し先
行すると、そんなに大きな山ではありませんが、人の気配も感じられなくなりま
す。
というわけで、日陰には雪も残っていて、北風が冷たかったですが、久しぶり
の山（岡？）を満喫してきました。腰も無事でしたし、次は、高川山にでも行こ
うかな。

表題:高川山
.高川山
*[01* 日
付<]'92/03/15＠日付
*[02* 山
系<]中央線＠山系
*[03* コ ー ス<]高川山
*[04 地図・案内<]アルペンガイド丹沢
［コース］中央線初狩－自徳寺－墓地－椎茸栽培場・登山口－旧道・新道分岐－旧道・新道合流－山頂
山頂－鞍部／田野倉・禾生分岐－林道－大棚集落－古宿－禾生
標高は９７５ｍと低いが、山頂から富士山その向こうに南アから秩父、奥多摩さらに丹沢と３６０度の展望が
得られる。最近まで、道が明瞭でなく、地図読みが必要であったが、整備され、一般ガイドブックにも掲載されるように
なった。実際、今回は人でも多く、なんとなく俗化してしまったという印象。
（’９２／０３／１５）久しぶり。天気が余り良くなく、予報では夜から雨。九州では１００ｍｍの大雨が降っている
との事。戸沢林道にしようかと悩んだが、思い切って行く事にする。
7:44 竹山
7:55 鴨居
8:33-8:39 八王子
9:33 初狩
9:43 出発
10:04 椎茸栽培

３０人くらいの大集団が２組。まいったな。点呼とか説明とかしている間に出発する事にする。
駅前をすぐ右に取ると、ガード。くぐって、左にゆっくりと登ると自徳寺。すぎると墓地で、
結構大きい。
結構、大きな規模。木の割れ目から一杯きのこが出ていた。この端が登山口で、左に分岐して
登り始める。

10:10 旧道分岐
10:24 天狗岩？
10:49 天狗岩？
11:03 合流
11:13 山頂

11:45 出発
11:50 鞍部
12:06 大休場
12:11
12:21
12:46
12:55
13:15
13:22
15:08
表題

分岐
林道
大棚
古宿
川
禾生駅
八王子発

天狗岩へ行く旧道と、直進する新道の分岐。最近まで、旧道は通行止めだったらしいが、
真新しい標識があり、通行解除。当然、旧道を取り、左に分岐、
大きな赤松の根本に岩がある。ここを過ぎると、右への明瞭な分岐があるが無視して、直進。
沢を横断し、大きくカーブしながら登っていく。
右にカーブしていくと高川山。左に分岐するところが通行止め。発破のお為危険との事。
10:55 まで休憩。
新道と合流。秩父、奥多摩方面の見晴らしが得られる。
いや、一杯いた。おそらく３・４０人はいる。確かに、３６０度開いているが、残念ながら天気
悪くて駄目。富士山も見えない。
三ツ峠と杓子やまは大きく広がる。秩父方面はよくわからない。
食事終わったところで、同じ列車の団体が到着し始める。折角、少し離れた良い場所であった
が、周りを囲まれ始めたので、逃げ出す。
少し、下ったところに平らな部分があったので、移動したが、ここにも次々とやってくる。
ミカンとタバコを済ませ、逃げ出す。
田の倉と禾生の分岐。右の禾生をとる。次は田野倉資料館の方にしよう。
小さな広場。右の方に登り返すと「お坊石」、なんだろ？ ここを出るとすぐ、涸れ沢を下る。
数ｍでまた道に出る。
中谷、古宿分岐。右の古宿に下る。
本当に２軒の集落。結構、大きな新しい家。
ふるやどと読むらしい。１０軒くらいの集落かな。ここも豊かな感じだ。
多分桂川の支流？。左に取ると、すぐ橋（かわも橋）
５１分まで待つ。近くのスーパーでビールとアーモンド＋魚購入。
15:56 鴨居着
禾生－鴨居：１５７０円

念願の高川山だったけど(:_;)

山歩きを始めて半年目くらいの１９８８年には、日帰りのできる中央線沿線の
低山歩きに凝っていた事があります。その頃から、大月のもう一駅先の初狩から
アクセスする高川山は３６０度の眺望と訪れる人の少ない穴場として有名で、一
度行ってみたいものだと思っていました。しかし、コースが明瞭でなく、地図読
みが必要だという事でしたし、やはり大月の向こうとなるとちょっと遠いかなと、
敬遠しているうちに忘れていました。
その高川山ですが、先日見ていた新ハイキングという雑誌に記事が出ていまし
た。というわけで、突然思い立ち、あまりぱっとしない天気でしたが、本日行っ
てきました。
それにしても八王子の中央線ホームは、あいかわらず中高年のハイカーで溢れ
ていて、それも年々増えているように感じます。さて、初狩駅は八王子から約１
時間と案外近いです。
途中で下車するハイカーが多く、
「しめしめ、このぶんだと高川山は静かだろ」
と思ったのが浅はか。二・三十人の大きな団体さんが二組もご一緒です。
これはたまらんと、トイレ休憩、点呼、説明をしている間に、そそくさと身支
度、出発しました。人気の無い墓場を抜けると規模のかなり大きな椎茸栽培場に
出ます。小指位のかわいいのから数ｃｍに成長したものまで組木の割れ目から顔
を出しています。
栽培場の端が登山口になっていて、数分登れば旧道と新道の分岐に出ます。昨
年は、左に分岐する旧道が封鎖され、直進急登の新道しか利用できず、ハイカー
の不評をかっていたようです。そのせいかどうか、本日は天狗岩に出る旧道が開
いていまして、道標もありました。途中、涸れ沢を渡り、４０分ほど汗を流せば、
新道との再合流点に出ます。ここからは、ジグザクの急登になりますが、ものの
１０分で山頂です。
山頂は、９７６ｍと低いですが、評判通りの良好な展望が得られます。もっと
も今日は天気が今一つで、南アも富士山も雲に隠れていたのが残念です。でも、
南に位置する杓子山、西の三ツ峠山、北の雁ガ腹摺山、三頭山といった近傍の山
並を楽しめました。

私が到着したときには、すでに数十名のハイカーがおもいおもいにちらばり、
弁当をひろげていました。狼煙場に使用されていたという１ｍ程下がった岩場の
ところが空いていましたので、三ツ峠を正面に眺めながらの食事です。
いつものお握り３個にゆで卵２個を（若干、寂しいかな）
、食べ終わったとこ
ろに、同じ列車にいた団体さんのご到着です。どうして、団体になると傍若無人
になるんでしょう。私を間に挟んで、大声の会話から物々交換が始まります。こ
れはたまらんと、下山する事にしました。
富士急行の田野倉駅か禾生（かせい）駅に下るのが標準コースのようです。山
頂を北東に下る（休憩舎の右手をという記事がありますが、建物は影も形もなかっ
た）と、すぐ田野倉方面と禾生方面の分岐のある鞍部に出ます。
田野倉コースは次回に歩く事にして、本日は禾生への道をとりました。途中、
涸れ沢を歩くところがありますが、道は明瞭で、２０分もかからずに林道の終点
に出ます。ここからは、２軒しかない本棚の集落、１０軒くらいかなと思われる
古宿（ふるやど）の集落を経て、舗装道路に出ます。小さな集落ですが、なんか
ゆとりがある農家だなといった印象を受けました。
舗装道路を少し登ると、切り通しの小さな峠に出ます。ここを少し下ったとこ
ろで、桂川と富士急行線、高速道路の間に広がる街を見おろせます。その先には、
富士山がうっすらと姿をみせていました。
ここまで来ると禾生駅は間近です。近くのスーパーでビールを購入、大月行き
の電車を待つ３０分の間に祝杯をあげたのは当然です(^_^)。
結局、初狩駅から禾生駅までで３時間４０分、八王子往復６時間半と手軽な日
帰りコースである事が確認できました。ただ、少し前とは違って、ハイカーも多
いようなので、土曜日の方が良いかもしれません。多分、紅葉の時期は素晴らし
いのではないでしょうか。コースも整備されてしまったので、ファミリーハイク
に最適でしょうね。空気の澄んだ快晴の日がおすすめです。

表題:大山北尾根－物見峠
.大山北尾根－物見峠
*[01* 日
付<]'92/04/18＠日付
*[02* 山
系<]丹沢＠山系
*[03* コ ー ス<]大山北尾根－物見峠
*[04 地図・案内<]
［コース］ 小田急秦野＝ヤビツ峠－大山頂上－北尾根－西沢の頭－ミズヒの頭－９００ｍ峰－鉄塔頂－１の沢峠
－物見峠－煤ガ谷＝本厚木
約 1200 年前、良弁大僧正によって開山。別名 阿夫利山または雨降山。標高 1252ｍ，表登山道のケーブルを利用して
も、ヤビツ峠からでも、標高差 約 500ｍの登り。高尾の様に公園化していないが、指導標もしっかりしており、道もま
あまあ整備されている。表登山道、ヤビツ峠、日向薬師、広沢 寺とコースがある。交通の便が良い表コースは、信仰登
山のお年寄りから家族ハイクの幼児づれまで、天候，季節によらず結構の人出。
今回の北尾根は一般化されておらず、地図にも記載されていない。通常のハイキングの紹介にはみあたらない。新ハイ
キングには何回か投稿されていた。
（’９２／０４／１８土）久しぶりの晴天、ネットオフとしたが、先週からの延期のため参加者少ない
6:35 竹山発
6:50 鴨居発
7:12 町田発
急行は 7:36 までなし
7:50 秦野着
流石にすごい人出、バス停にずらっと並ぶ。バスターミナルが工事のため、バス停が駅出口の
8:15 発
通路に。通学ラッシュと重なって、たいへんな混雑。めずらしく、橋口君が遅れず、ホームで
一緒になる。他の人こなくて、彼に電話してもらう。村山さんは、朝帰りで不参加、佐藤君は
連絡つかず、片山さんは家に居た。渡邊さんは留守番電話。渡邊さんはきそうだが・・
ぎりぎりにかけつける。
9:05 ヤビツ発
ほとんどの人は表尾根へ。大山には時間が早いからか。結局、最後に出て、追い越したのは２人。
10:00 頂上
山頂も、まばら。神社もシャッターが下りていた。裏に回ると、フジテレビと？？テレビが工事。
完全に北尾根入り口を塞いでいる。無理矢理に横の藪穴に入る。もとの踏み跡トンネルに出る
まで苦労する。
10:20 休憩 10min
またまた、札掛け手前の尾根に出る道に迷いこんでしまった。すぐ気付いて、もどる。

11:12
11:45
12:20
12:46
13:17
14:20
15:34

鉄塔

風強くて、もう少し先の斜面で食事。途中、逆コースの小父さんひとりにあっただけ。

１の沢峠 10m 渡邊さん、橋口君とも足にばんそうこうを貼る。
黒岩
丸淵 30min
折角だから、下りて淵の回りで休憩。なんか、のんびりとする。
物見峠 15min 覚悟していたより、簡単に到着。
煤ガ谷バス停 疲れた。ペースも早かったが、三峰への分岐ベンチ過ぎた辺りから右膝が痛くなった。
また、ぶりかえしたかとゾットしたが回復した。バス停で、ビール飲んでいたら、腰に
ギクっときたが、これもなんとか持ち直した。
15:56 バス発
本厚木で、イタリヤレストラン、軽く乾杯。
表題

大山北尾根ですよ

ご無沙汰しています。ＶＭＡＩＬ機能付きの電話機をもらえないもので、
アクセスできませーん(:_;)。
（ＩＳ）さん、お願いします(^_^)。
さて、久しぶりに山歩きしてきました。昨年度から、私の担当しているネット
の山ボードと地下壕調査なんかをした団体に大山北尾根に連れていくよと約束し
ていたものですが、やっと義務を果たせました。
実は、４月１１日に予定しましたが、悪天候で１８日に延期したものですから、
都合のつかない方多くて、コピーライターの人、都市計画なんかをやっている人
と私の３名の小集団になってしまいました。
ところで、大山北尾根というのは、丹沢大山の山頂から北に延びる尾根です。
地図、案内書には出ていませんが、雑木林に囲まれた気持ちの良い道（私の机に
凛々しい人物とともに写った写真があります）です。最初、薮のトンネルをくぐ
り抜けなければなりませんが、難しいところはありません。最近は有名になって、
通る人が増えたようですが、まだまだ静かな山行きを楽しめます。
北尾根をいったん下り、物見峠まで登り返すコースは、沢沿いの道となり変化
があって楽しいです。ここも訪れる人は、あまりいませんので、それなりに山深
いという印象も楽しめます。
８時に小田急秦野駅前に集合しましたが、駅前のバスターミナルが工事中なも
ので、大混雑していました。改札口を出てすぐの所が臨時のバス停になっていま
して、ひさしぶりの晴天のためか、バスに並ぶ人、待ち合わせする人とハイカー
で溢れています。そこへ、通学の高校生の集団が来るものですから、身動きでき
ないくらいになります。この渋滞で電車から下りるのも大変だったようです。
ま、無事に３人はおちあう事が出来まして、通勤ラッシュ以上の混雑をした
8:15 のヤビツ峠行きに乗車いたしました。ほとんどの人は表尾根方面に向かった
ようで、大山登山は我々の他に数人いたくらいです。実は、大山だけだと、秦野
駅 8:55 のバスでも早いくらいですから、この時間では少ないのも当然です。それ
に、今日、明日と大倉の方で山開きのイベントがあるようです。表尾根経由で塔
の岳から大倉へという登山者も多かったものと思います。
たまに人に合う程度で、山頂につきましたが、まだ１０時のためか、阿夫利神
社はシャッターがおりていました。シャッター越しの参拝もあじけないものです。
やはり時間が早いせいか、山頂でも数人がいる程度です。
それはそうと、山頂では無線中継装置の工事をしていました。昨年は、東電、
ＮＥＣの工事だったと思いますが、今日はフジテレビと？？？テレビの工事です。
同じ場所なのに、道路工事と同じでいっぺんにやらないんですね。
前の工事の時は、北尾根入り口を妨害しないように気を使っていましたが、今
度は完全に塞いでしまっていました。しかたないので、脇の方からやぶ漕ぎしま
したが、歩きにくくて。逆から登ってくる人は困るでしょうね。もう少し気を使っ
て工事してもらいたいものです。
なんとか、北尾根に入りましたが、早速ミスです。前もやったんですが、左の
沢に下りる道に吸い込まれてしまうんですね。
「あれ、変だ」とすぐ気がついて
引き返しましたが。もちろんコース図に載っていないところですから、標識もあ

りませんので、ここは要注意です。ずっと尾根をたどれば間違いないんですが。
斜面に下りて風をよけながらの早めの弁当をとって、一の沢峠に出たのが、
12:20 ですから、予定より１時間も早くなりました。
一の沢峠から物見峠はハイキングコースになっています。沢沿いの部分が多く
て、これまでの尾根歩きと違った楽しみがあります。特に、黒岩という所は唐沢
川が広がった所に板で作った橋が架かっていて、なかなか情緒のある場所です。
もうひとつの見所は、もう少し登ったところの丸淵です。直径が数ｍくらいで、
水深は２ｍ以上ありそうですね。上から滝状に水が流れてきて、淵からは滑らか
な水流になって、下に落ちていっています。水の流れを見ていると厭きません。
結局、一の沢峠から物見峠まで２時間でした。１年前に来たときは、この間で
バテかけましたが、今日は「あれ、もう物見峠か」といった感じでした。ここか
らは、煤ｶﾞ谷まで下るだけです。煤ｶﾞ谷のバス停についたのが１５：３０ですか
ら、ヤビツ峠を出て６時間半くらいですね。人数が少なかったので、当初余裕を
見て計画していた８時間に比べて随分早かったです。
バスが来るまでの間と、ついでに本厚木でおいしいビールを頂いたのは当然で、
次のオフを期待しながらの解散となりました。

表題:二の塔～三の塔～塔の岳～丹沢山～丹沢三峰～宮が瀬
.二の塔～三の塔～塔の岳～丹沢山～丹沢三峰～宮が瀬
*[01* 日
付<]'92/05/01,02＠日付
*[02* 山
系<]丹沢＠山系
*[03* コ ー ス<]二の塔～三の塔～塔の岳～丹沢山～丹沢三峰～宮が瀬
*[04 地図・案内<]２万五千地図 秦野、大山、青野原
アルペンガイド 丹沢
［コース］小田急秦野＝ヤビツ峠－富士見山荘－二の塔－三の塔－烏尾山－行者岳－新大日－塔の岳（１日目）
塔の岳－丹沢山－太礼の頭－エンザンギの頭－本間の頭－松小屋の頭－高畑山－御殿森－舗装道＝
宮の沢＝本厚木
ヤビツ峠から塔の岳にかけて北西にのびる丹沢を代表する表尾根コースを経て、丹沢山から北東に延びる尾根が三峰
尾根で、太礼の頭、エンザンギの頭、ホンマの頭と標高１３００ｍあまりの頭峰が連立している。塔の岳から丹沢山そし
て三峰とブナを主体とする雑木の樹林帯の気持ちの良い尾根道。丹沢山までの道は明瞭で、一部ザレ道とか鎖場、岩場も
あるが、コースに悩む必要もなく歩き易い。三峰尾根には一部崩れたところもあり、下が谷源流にかかる簡易橋もある。
主脈コースよりは短いが、それでも結構歩き出がある。主脈、主陵に比べ登山者は少ないようだ。奥深いかんじで静かな
気持ちの良い山歩きを楽しめる。

（９２年０５月０１日） 晴、連れ合いと出かける
8:10
8:21
8:49
9:30
10:00
11:09
11:30
13:05
13:24
13:50
14:15
14:35
15:10
15:26
15:45

竹山
鴨居
町田発
秦野
蓑毛出発
ヤビツ

ヤビツ行きのバスに乗る時間より、約４０分遅れ。あまり早いと塔の岳に早く着きすぎる。
少し遅いせいか、まだ休みでないところもあるのか、思ったよりハイカーが少ない。
うるさい中学か高校の集団がいた。多分、下社へ行くのだろう。
本当に登山者少ない。車できた散策者がちらほら。
１年半前に三峰にきた時より１時間１５分遅い出発
２の塔
昨日臥せっていたわりには、体力が持つ。ただ少し腰が痛い。
３の塔
春のわりには眺望良くて、大島とその向こうの島もおぼろにみえる。富士山を前に食事する。
歳老いたポインターがうろうろ。首輪つけているので、麓から遊びに来たのだろうが、えらく
がっついている。写真を撮っているパーティの食事を盗んだり、周りをウロウロされて迷惑。
烏尾山
すどうり
行者岳
いや、きついよ。
かいさく茶屋 いつもの３０分遅れくらいか。もう最後かと思ったが、お年寄りひとりと夫婦連れ１組が
後ろにいる。
新大日茶屋
木の又小屋

16:20 塔の岳

これくらいにつくと時間的には調度良い。山岸さんに連れ合いを紹介。８号室の２段ベッド
の部屋を割り当ててもらえた。
後からも次々とハイカーがきて、都合３０名くらいにはなる。おじさん単独行が多いが、
夫婦連れも我々をいれて４・５組以上いたようだ。夕方にになって、鹿が出てきた。
18:00 夕食
今日は、カレーライスにタケノコとふきのマヨネーズ和え。次々とカレーのおかわりをする
中、俺もと思って頼む。その後到着した人の食事がぎりぎりになったようだ。
食後、ロビー？で休んでいると大学生成り立てくらいの男の子が飛び込んでくる。
もう食事は駄目で、カップラーメン。なんでも家族ハイクの下調べをしてこいといわれて出て
きたらしい。小田急のフリーキップ のパンフレットに書かれている簡単な地図を持って、
伊勢原から大山を越えてヤビツ、表尾根と来たらしい。感心するとともにあきれてしまう。
いろいろ話しをしたが、見掛けによらずきちんとした若者だった。
８：００前には夜景が見事になる。しかし、暖かさになれたせいか、寒さがこたえる。
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
4:30 起床
眠り込んだところであったが、連れ合いが起きだす気配で目がさめる。寝ぼけたまま、
身仕度し、外に出たが、ガスなのか雲なのか、東京方面は見えない。もちろん、日の出も
赤富士も駄目。
5:20 朝食
5:50 出発
前回の三峰行きより、約１時間早い
7:05 丹沢山
今回は天気良くて、富士山の眺望が得られることをはじめて知った。途中、鹿に会ったり、
気持ちの良い草斜面で休憩したりで多少時間がかかった。
みやま山荘もハイカーはみんな出かけた後、閑散としていた。塔の岳で同宿した数人の人達は
蛭ガ岳の方へ。三峰にむかったのは我々だけ。食事の時に行くと言っていたおじいさんは
見当たらず。
8:15 太礼の頭
もう、前回より４０分ほど遅いペース。なんとなく疲れたというところか
9:55 丸山木の頭
ここの登りが一番きつい。
9:21 次のピーク
9:38 本間の頭
ここからは長い下りとなる。
11:14 金冷やし
11:33 高畑山
ガレを抜けると、蛭に注意の標識のある登り口。もう少し先の方が本当の高畑山口かもしれない。
12:10 御殿森
途中で休憩。おやつ、カロリーメイトを食べる。
結構、長い下りをバスの時間が気になり、スピードアップするが多分駄目。抑え目にスピード
アップ。
13:00 宮の平
車道少しいった三叉路で厚木行きのバスを見送る。
14:02 バス出発
近くの食堂でビールとラーメン。家に電話したら、角田さんから電話が会ったとのこと。
なんだろうと心配になる。

１０
１１
１２
１３

表題

平日
５７
５７
５７

休日
３７、５７
３７
０７、５７
なし

１４
１５
１６
１７

０２
０７
０２
０２

表尾根から丹沢三峰歩き

この連休は丹沢に籠ろうか、野宿もまた楽しと思っていましたが、連休前に
Ｔ課長型ウイルスを頂いたのか寝込んでしまったうえに、かみさんがついてく
るという話になってしまい、通常の山小屋山行きになってしまいました。
初日の５月１日は、遅めに家を出て、年末と同じ「蓑毛－ヤビツ－表尾根－
塔の岳」コースを歩きました。
まあまあの天気に恵まれ、おぼろげではありますが、大島の向こうに島影が
見えました。ハイカーもまばらで、静かな山歩きを楽しめましたが、前日に体
調を崩して起き上がれずに１日臥せっていた余韻で疲れ果てて、塔の岳に到着
しました。しかし、仕事と違って、これが遊びとなると(^_^)。
汗を掻いたせいか山小屋では体調も戻り、夕方になると出てくる鹿の家族と
遊び、日暮れてからは東京、横浜、小田原にひろがった素晴らしい夜景を満喫
しました。
いつもは宿泊者も少ない尊仏山荘ですが、ゴールデンウィークのせいか３０
人ほどもいます。今回は、いつもの年輩の単独行、夫婦連れに混じって、大学

０２、３２
０７
０２、３２
０２

に入学したばかりという男の子がいました。なんでも、家族でハイキングする
ので、親から下調べしてこいといわれて出てきたそうです。持っている地図が、
小田急の大山フリーキップのパンフレットのみという極め付きの状態で、大山
を登り、ヤビツに抜けて表尾根を歩いてきたそうです。到着も６時半になろう
かという乱暴な山歩きで、周りのおじさん・おばさんハイカーは感心するやら、
あきれるやら。よってたかって、装備の重要性の講義にはじまりコースの設定
までお節介をやいてしまいました。
２日目の日の出は４時５０分頃。なんとか起き上がりましたが、残念なこと
にガスが広がり、日の出は拝めずです。早い朝食を済ませて、丹沢山から丹沢
三峰に向かって出発です。
丹沢山までは、山毛欅の林に囲まれた尾根道、緩やかな草尾根と気持ちの良
いコースです。塔の岳から約１時間で行けますので、大倉からの日帰りコース
にする人もいますが、ここは鹿が食事に出てくる早朝の散策が最適だと思いま
す。朝もやの中の幽玄な雰囲気にあわせて、ところどころ開けた場所では、大
きく富士山の展望がひろがります。
塔の岳に同宿した人達は、丹沢山から蛭ガ岳の主脈コースの方に行き、丹沢
三峰に向かうのは我々だけです。蛭ガ岳は、丹沢の最高峰で眺望も素晴らしい
ですし、途中の山毛欅に囲まれた広い鞍部、ゆったりとした草尾根、岩のむき
出した鬼ケ岩と変化に富んでいます。
一方、丹沢三峰の方は見晴らしの得られるとこもありますが、殆どは森林の
中をひたすらアップダウンするコースとなるため、あまり人気がないようです。
今回は、逆に登っていく４人に会いましたが、普通は全く人に会わないほうが
多いですね。
丹沢山から宮が瀬まで、標準タイムですと４時間半くらいですが、そこは病
み上がり（？）のおじさんとかみさんの二人連れですから、５時間ちょいとか
かりました。次第に疲れが溜まってくると、そこは夫婦、遠慮なく不機嫌にな
るのもしかたありません(^_^)。
まあ、やっとの事で宮が瀬の舗装道路に降りたところで、１時間に１本のバ
スが目の前を通過。おかげで、こりもせず次はどこにしようかと相談をしなが
らビールをゆっくりと楽しめました。

表題:とよ歩会：駒ケ根、天竜
.駒ケ根高原
*[01* 日
付<]'92/05/16,17＠日付
*[02* 山
系<]伊那＠山系
*[03* コ ー ス<]駒ケ根高原
*[04 地図・案内<]木曽駒ガイド
［コース］八王子＝上諏訪＝駒ケ根－養命酒工場－駒ケ根高原－大沼湖－光前寺－切石公園－ホテル
駒ケ根＝飯田－弁天港＝天竜舟下り＝飯田＝岡谷＝八王子
駒ケ根高原は木曽駒ケ岳の裾野。そこから南にだいぶ降りたところが天竜舟下り。
（９２年０５月１６、１７日） とよ歩会第２班のイベント。連れ合いと出かける。記録別途あり
6:16 竹山
6:23 鴨居
7:30 八王子

もうひとつ前のあずさでも十分に乗れた。八王子組は我々だけ。
新宿でとってもらった自由席に座る。
9:49 上諏訪
ここで、飯田線に乗り換える。穴沢さんとビール買ってくる。歩く前のビールは？
11:14 駒ケ根
６５０ｍ標高。途中、雨が残っているところもあったが、ここはもう晴天
12:00 出発
駅前の路地での食堂で食事。俺は、チャーシューメン。
11:30
１年半前に三峰にきた時より１時間１５分遅い出発
12:07 文化センター 何もない。書道のてんじをやっていた。
13:51 養命酒工場
舗装農道をきたが結構疲れた。中田切渓谷はやめて、すぐ工場へ。美人のコンパニオンが
迎えてくれる。

標高８００ｍの斜面に原生林、谷川を旨く取り入れたきれいな工場。映画鑑賞と工場見学。
敷地内に会った古代遺跡を復元。
ここからは、林道を緩やかに登る。
八重桜が満開。途中、たらの芽をいっぱい採取・・我が家で食べてしまったがいいのかな
公園から下ると別荘地、枝道がたくさんあるが方角合わせて適当に
バックに雪の木曽駒、素晴らしい風景
鬱蒼とした遊歩道を通って、裏から入る。早太郎伝説。湧き水を飲む。

15:20 出発
16:55 古城公園
17:35 大沼湖
17:50 光前寺
18:25 切石公園
18:34 ホテル

5:00 起床
6:30
10:30
11:20
12:00
12:33
13:20
13:40
14:48
15:15

駒ケ根高原ホテル 山喜。大きな温泉、露天あり快適。食事もたっぷり、女性は二人で１部屋
・・１．３万円は安い
橋口君と散歩。たらの芽がいっぱいあった。
10:00 にまた風呂。11:00 寝る。
日の出を間違えた。もう南アの上に太陽。でも稜線はくっきり。
5:30-6:30 また寝てしまった。
7:30 朝食
8:30 出発
9:08 列車
飯田城跡経由で歩きだす
駅前の案内では３Ｋｍのはずなのに、標識ではここからでも４ＫＭ．必死になって加速。
いや、まいった。穴沢、橋口、俺の３人がまず到着。
和舟。早速水をかぶる
吊り橋をわたる
ついで土産もの

風呂
飯田
加速
弁天
舟
到着
蕎麦や
天竜発
飯田乗り換え

17:35 岡谷であずさへ

さて、
「とよ歩会」の今年度、第２回目のイベントにこの土・日と行ってまいりました。第１日目は駒ｹ根高原、２日目
は飯田から天竜舟下りです。当初の予定では１５人の参加でしたが、怪我とか風邪で参加できなくなった方がおられまし
て、私の家内の番外参加を含めて、女性２名、総勢７名での旅行とあいなりました。
５月１６日土曜日の朝は、まだ雨が残っていましたが、新宿７時（八王子７時３０分）のあずさ１号が上諏訪に到着し
た頃には回復しだし、飯田線に乗り換えて駒ｹ根駅に着いた１１時１５分には晴天となりました。これは、雨と親戚付き
会いをしている「とよ歩会」のイベントとしては、たいへんにめずらしい事であります(^_^)。
それはそうと、私等夫婦は我が儘にも八王子乗車、新宿で席取りをしていただいた皆様ありがとう(^_^)。
ところで飯田線は、木曽山脈（中央アルプス）の東側を天竜川に沿って、豊橋まで南下しています。初日に下車した駒
ｹ根駅は、上諏訪から１／３程南下した駅で、木曽駒ケ岳の千畳敷カール（標高２６００ｍ）まで一気に運んでくれるロ
ープウェ行きのバスが出ています。
残念ながら今回は時間がなく、このバスはパスしました。駅前で昼食後、中央高速の上を渡ったところで、立派な広域
農道を南に約４Ｋｍ歩いて、養命酒工場を目指します。西側には雪を被った中央アルプスが広がり、遠く左手東側には八
ガ岳、南アルプスが望めます。道の両側には、灌漑用水なんでしょうね、きれいな水が流れていました。水量が多く、勾
配とあいまって、急流になっています。干ばつに備えてか、ところどころに貯水池が点在していました。
途中、文化センターとか由緒ありそうな神社に立ち寄ったためか、あるいは緩やかな登りになっていたせいか、はたま
た列車で飲んだビールのためか、２時間弱を費やして、やっとこさ工場にたどりつきました。工場は、標高８００ｍの斜
面に林とか谷川をうまく取り込んでいまして、まるで公園のようです。満開のやまつつじは野生のものらしいですが、白
樺は植林したものでしょうね。
ここで、容姿端麗なコンパニオン嬢に迎えて頂きました。まずは養命酒の歴史を説明する映画の鑑賞です。この居眠休
憩を２０分とらせてもらったおかげか、ふるまって頂いた養命酒のおかげか、元気百倍で工場内を見学させてもらいまし
た。工場内には縄文時代から弥生時代、平安初期にまで続く古代の遺跡がありまして、竪穴式住居が復元されています。
映画に見学と約１時間も付合ってくださったコンパニオン嬢に感謝しながら、いよいよ林道を宿のある駒ｹ高原までウォ
ーキングです。
途中、野生の猿に遭遇したり、車につぶされたのか干物になってしまった蝮を観察しながら（？）、約１時間半で標高
１０００ｍ程度の古城公園にたどりつきました。ここでは、満開の八重桜が迎えてくれました。ここからは、やたりに枝
道のある別荘地を通って、大沼湖まで下りました。雪を被った駒ｹ岳を背景にした大沼湖にたどりついたのは、もう１７
時３０分過ぎです。
昼なお暗いといった感じの森の遊歩道を更に下ると、光前寺です。平安初期に建立された由緒ある天台宗のお寺です。
ひかり苔で有名ですね。といいながら、実は昨年に木曽駒ｹ岳に登ったとき、この寺に寄りましたが、今回は裏側から下
りてきたため、最初全く気付きませんでした。駐車場近くまで下りてきた時に、あれぇ、ひかり苔の寺じゃないかといっ
たお粗末。
このお寺には、人身御供を要求していた「ひひ」を退治した霊犬の早太郎が祭られています。立派な墓もありますし、

きっともとになる実際の出来事があったものと思います。
さて、夫婦池のまわりに誰でも利用できるショートコースのある切り石公園を抜けて、今日の宿である「駒ｹ根高原ホ
テル 山喜」に到着したのは、１８時３０分です。露天もあるアルカリ質の温泉で汗を流し、待望の食事です。これがて
んぷら、刺し身から固形燃料を使ってその場で炊く釜飯に寄せ鍋、その他諸々の盛沢山。ついに食べきれませんでした。
腹ごなしに橋口さんと真っ暗のあぜ道を散歩しましたが、両側に「たらの芽」が群生していました。まわりに多少民家
もありますが、芽もつまずにそのまま残っています。ここへくる途中の林道でも、わらびはもちろん「たらの芽」がたく
さんありました。それなりに採取されているようですが、道の両側の手の届くところににたくさん残っていました。あま
り地元では珍重されていないようですね。
・・・・話は、かわりますが、採取した「たらの芽」全部食べてしまった。て
んぷらにして、うまかった～。うんっ、私等だけで食べてしまって良
かったのかな(^_^;)・・・
次は、２日目の話に移ります。
ＦＲＯＭ Ｙ．Ｙ．
（ＯＳＫ、50011）
さて、
「とよ歩会」の今年度、第２回目のイベント２日目のレポートです。
えっ、いいかげんにしてくれだって？
・・・・まあまあ、おさえて、おさえて(^_^)。
２日目は、飯田線を駒ｹ根駅から飯田駅まで南下して、天竜川舟下りを楽しむ予定になっています。
宿の窓から南アルプスが眺められ、これは日の出も見事だろうと、山小屋ののりで、早起きをする事にしました。とこ
ろが冬場と勘違いしたうえに、フロントで確認したところ５時半頃だという話で、目覚ましを５時にセット。しかし、こ
の時期、日の出は４時半頃ですよね。というわけで、残念ながら日の出は楽しめませんでしたが、早朝特有のくっきりと
した眺望を満喫する事が出来ました。
話はそれますが、自然と文化を探求する会なんですから、早寝、早起き、早立ちをしましょうね・・＞「とよ歩会」の
皆様へ(^_^)。
朝食を終えた８時頃でも、近くに聳える駒ｹ岳はくっきりと雪を被った見事な稜線を見せています。これを眺めると、
ロープウェでカールまで行きたくなるのも人情です。カールにするか、舟下りを選ぶか、駒ｹ根駅までひとしきり検討会。
この班のリーダー橋口さんは、すっかり悩んでしまい、駅までの送迎バスの中で時刻表と首っ引きです。そのせいか、バ
スの中に愛用の高級カメラを置き忘れるというおまけまでついてしまいました・・＞橋口さん、ごめんね_(..)_ﾍﾟｺﾘ。
残雪の山も良いですが、カールはそれなりの身仕度でないと歩けませんし、眺望も東側が開けているだけです。行くの
なら、日の出を山頂で迎え、かつ３６０度のパノラマを楽しむ方がいいですね。
今度のチャンスを待ちましょう・・＞皆さんへ。
というわけで、予定通り１０時３０分に飯田駅に到着しました。途中の車窓から眺める中央アルプスは素晴らしく、地
元の人達のあきれ顔を尻目に、皆さんわいわいと写真撮影です。
さて、飯田駅の観光センターで舟下りまで約３Ｋｍと教えられ歩くことになりました。途中、地元の人も知らない、観
光案内にのみ掲載されている「古い町並み」を通って、えらく近代的な博物館、図書館に化けてしまった飯田城跡の見物
をしました。ところで、この古い町並みには笑ってしまいました。せいぜい全長１００ｍくらいの路地の両側には、確か
に格子と障子を組み合わせた出窓を持つ家もあるにはありましたが、どっちかというと傾きくずれかけた家の方が迫力あ
りました(^_^)。
さあ、舟下りの弁天港行きましょうと天竜川の支流まで下りていったところで、なんと、なんと「舟下り、あと４Ｋｍ］
の表示がされているじゃないですか。予約の時間まで、もう１時間ありません。これからが、たいへんです。もう仕方な
い、一部の者だけでもたどりつき、舟を止めてやろうと速歩の開始です。
いや、歩けるものですね。橋口さん、穴沢さんと私が港についたのは予約２０分前の１２時です。少し負荷をかけよう
と余分に持っていた荷物が８Ｋｇ、６Ｋｍ／時くらいで歩くと流石にこたえました。
残りの人達も、予約時間に十分に間に合って、１２時半には川の上に出ました。舟は、前後に船頭さんが乗った１０ｍ
あまりの櫓漕ぎ和舟で、１７人の客がござに座れます。舟べりはもう水面すれすれといった感じです。舟べりにビニール
シートがセッティングされていまして、波をかぶりそうだというと、各人がこれを持ち上げてカーテン状の覆いとします。
まだ、馴れないときに大きな波飛沫を受け、とよ歩会の久代さんが、もろに被ってしまいました(:_;)。
一部に岩場もありますが、渓谷というより大きな河といった印象です。ただ、底に大きな岩があるのか、急流とあいま
って、あちこちでこわいような波がたっています。
約一時間の船旅で、吊り橋のある天竜峡温泉港に到着しました。まわりの客は、さっと引き上げましたが、我々はもち
ろん、この吊り橋を渡ってから遅い昼食を取りました。土産もの店をひやかした後は、もう帰るだけです。
１両だけの飯田線で飯田まで戻り、ここで、３～４両連結の列車に乗り換えます。どうも高校の総体があったらしく、

ものすごいラッシュとなり、次第に遅れだしました。岡谷での「あずさ３０号」への乗り換え時間が数分しかないため、
はらはらしましたが、なんとか間に合いました。
橋口さん、穴沢さんのおふたりは新宿まで、残りは八王子で１９時３５分に下車しまして、楽しいイベントの終了とあ
いなりました。
ＦＲＯＭ Ｙ．Ｙ．（ＯＳＫ、50011）

表題

タラの芽がいっぱい(^_^)

１７日の夜、山菜の王者、タラの芽をたらふく食べました(^_^)。
もちろんテンプラです。いやあ、こんなにうまいものとはしらなかった。
さくっとくる噛み心地に素直な癖のない味、いいですね。
タラの芽がやたらに採取できる場所を見つけたんですねえ。道の両側、手
の届くところに一杯ある、ある。よく、てっぺんの芽だけ残してある・・こ
れまで摘んでしまうと枯れてしまいますよね・・・のは、お目にかかります
が、ここは全部残っていて、それも群生に近い。
当然、場所は教えてあげな～い・・というのが普通ですが、ここはサービ
スしましょう。もっとも簡単には行けないか(^_^;)。実は、飯田線の駒ｹ根
付近の高原です。早太郎伝説のある光前寺とか木曽駒ｹ岳への登山口がある
ところです。この付近の林道からあぜ道にまでタラの芽が一杯あります。
地元の人は、もう飽きているのかも知れませんね。

表題:大山三峰
.大山三峰
*[01* 日
付<]'92/06/03＠日付
*[02* 山
系<]丹沢＠山系
*[03* コ ー ス<]大山三峰
*[04 地図・案内<]
［コース］小田急本厚木＝煤ガ谷（宮ガ瀬行き）－湯出川橋－物見峠分岐－山の神－北峰－三峰－不動尻
－広沢寺温泉入り口＝本厚木
大山から北方に伸びる尾根筋に連なる４～５個のピークからなる。起伏も結構あり、一部ザレたところとか鎖場,はし
ごもあり変化に富んでいる。８９年の夏には滑落死亡事故があり、急峻であり経験者向きの山である旨の立て看が随所に
出ている。しかし、ハイキングガイドに出ている事もあって、毎回１，２人のあまり装備のできていない人が混じってく
る。なお、交通の便も結構良いほうだが、訪れる人はあまり多くなく、静かであった。登り口のあたりには野生の猿もい
るようだ。狩猟期には猪のハンターもいる・・・しかし、コース整備が進み、人気コースになって人が多くなった現在は？
（’９２／０６／０３）
7:38
8:08
8:28
8:50
9:00

竹山
鴨居
町田
本厚木
バス発

9:45 出発

10:37
11:30
12:00
12:20

分岐ベンチ
急斜面前
弁当岩
山頂

12:25-40
12:51

晴れ、休んで山歩き

晴れていて暑くなりそう。もやっていて遠景は駄目なようだ
平日なのに大勢の中高年ハイカー
弁当屋さん見つからず
歳のおじさんがひとり、辺室山に行くそうだ。簡単な地図ではじめてらしく、運転手に道を
聞いている。
バス停の店でレトルトおにぎり、電子レンジで暖めてもらう。去年の秋、父子連れが道に迷って
捜索したそうだ。そういえば、バスで一緒になったおじさん、なんか心許ない。一応、教えて
あげたが。
結局、小父さんの来る気配も無し
途中、中年の男女二人連れにあう。一ヶ月ぶりの山のせいか不安感が・・・ほっとする。
途中から、けたたましい声がしてたと思ったら、大勢の小母さんと小父さんが少々。
座るところもない。ごめんなさいの挨拶もなく、嫌な感じだ。そのまま通過。
次の小さな峰で食事。蜂に追われる。
以前にテントしてたところで、食事の続き。先の集団がきそうで、すぐ出発。

13:50 沢

２回目の鎖場のした。ここと、もう一つ下の橋の所が良い。
流石にここまで来ると、山に溶けこめる。しばらく、沢でぼーっとする。

14:12 不動尻
15:20 バス停
15:25 バス発

表題:明神ガ岳～明星ガ岳
.明神ガ岳～明星ガ岳
*[01* 日
付<]'92/06/06＠日付
*[02* 山
系<]箱根＠山系
*[03* コ ー ス<]明神ガ岳～明星ガ岳
*[04 地図・案内<]２万５千地図：箱根，関本

るるぶ関東周辺ハイキングガイド

[コース] 小田急新松田＊（関本行き）＊関本＊（大雄山行き）＊道了尊＝見晴らし小屋＝神明水＝明神ガ岳
＝明星ガ岳＝宮城野橋＊小田原
箱根の外輪山で最も眺望の良い明神ガ岳と大文字焼きで知られている明星ガ岳を縦走するコース。明神ガ岳までの道は、
最初の大杉の中を行く登山道から中腹～頂上にかけてのススキ、くまざさの中を歩く道と、たいへん味のあるところであ
る。特に、明神ガ岳頂上は開けており、外輪山のえんえんと続く尾根道をとうして眺める箱根連山、富士山は絶品。澄み
渡った日は三浦半島、大島まで遠望できる。
明神から西に縦走すると金時山方面、南東に縦走すると明星方面となる。明星までは約３km にわたり 800m から 900m
の間を上下する縦走路となる。右側に箱根連山、下には宮城野の町をみながら歩く。宮城野への分岐を見送り直進してい
くと御嶽神社のある明星ガ岳頂上に到着する。標識がなければ山頂とはわからない位のところである。分岐点までもどり
下山をする途中に大文字焼きの場所を通過する。三井箱根荘の横を通り宮城野橋を渡ればバス停。
（９２／０６／０６） 強羅の洛東会出席のため。晴れ
9:12
9:56
10:45
11:15
11:35
11:50
12:30
13:10
-30
14:00
14:10
15:05
15:15
15:52
16:10
16:27
16:35

竹山中央発
町田
新松田到着
小田急ＱＸで弁当購入。関本行きバスは頻繁にあり。
関本
すぐ、道了尊行きのバスあり。参拝客多い
道了尊着。お参り。
出発。
林道
もやっていて、富士山見えない。
峠
木陰なく暑い。食事。山つつじがきれい。やたらに蝶々がいる。黒い大きなのは、黒揚羽かな。
山頂
強羅から金時と箱根外輪山は見えるが、富士山は全く見えない。会に遅れそうで、そく出発
明星へむけて出発
明星ヶ岳
宮城野分岐
車道
バス停
強羅
芝翠荘
早速、岩風呂へ。

というわけで、１７時から強羅でありました会の出席を兼ねて、３年ぶりに
箱根外輪山の明神ヶ岳、明星ヶ岳に行ってきました。新松田から関本に出て、
道了尊と箱根の宮城野を結ぶ、このコースはみなさんご存知の最もポピュラー
なハイキングコースですね(^_^)。
道了尊の正式名は大雄山最乗寺で、応永元年（１３９４年）に了庵慧明禅師
が開山されたものだそうで、これを手伝ったのがたいへんな力持ちであった妙
覚道了という行者で、最乗寺の鎮護本尊になっているため、道了尊と通称され
ています。
新松田から頻繁に出ている関本行きのバスが便利です。あるいは小田原から
伊豆箱根鉄道の大雄山駅に出てもＯＫです。関本のバスターミナルは大雄山駅

と道一つを挟んでいるだけで、同じ所にあります。まぎらわしいですね。
大雄山の駅前から道了尊行きのバスが出ていますが、１時間に２・３本程度
だったと思います。急ぐときは、駅前に結構いるタクシーでもいいですね。途
中の仁王門からの参道は樹齢数百年の杉の巨木に囲まれた気持ちの良い道です。
道了尊のお参りだけであれば、帰りの下りだけでも歩きたいところです。
お土産店の並んだバスの終点から参道を登っていきますと、あちこちに鉄製
の天狗の下駄が並んでいるところを通って、本堂に出ます。
さて、境内の脇から橋を渡れば、明神ヶ岳（１１６９ｍ）への登山口となり
ます。明神ガ岳までの道は、最初の大杉の中を行く登山道から中腹～頂上にか
けてのススキ、くまざさの中を歩く道と、たいへん味のあるところである。特
に、明神ガ岳頂上は開けており、緩やかに金時山に続く尾根道、正面の神山、
駒ヶ岳といった箱根連山、から富士山と眺望は絶品。澄み渡った日は三浦半島、
大島まで遠望できます。
明神ヶ岳から西に縦走すると金時山方面、南東に縦走すると大文字焼きの明
星ヶ岳方面となります。明星ヶ岳（９２０ｍ）までは約３km にわたり 800m から
900m の間を上下しながら、右側に箱根連山、下には宮城野の町をみながら歩く
気持ちの良い草尾根の縦走路です。宮城野への分岐を見送り直進していくと御
嶽神社のある明星ガ岳頂上に到着しますが、標識がなければ山頂とはわからな
い位のところで、小さな祠があります。分岐点までもどって、下山をする途中
に大文字焼きの場所を通過します。宮城野橋を渡ればバス停に出ます。
道了尊から明神ヶ岳まで２時間強の登り、明神ヶ岳から明星ヶ岳まで１時間
強の縦走、明星ヶ岳から宮城野のバス停まで１時間強といったところです。
超有名なハイキングコースですが、強羅１７時に合わせて遅く出たせいか、
人も少なくて静かな山歩きを楽しめました。この季節は、山つつじと乱舞する
黒揚羽（？）が見所のようです。
ＦＲＯＭ Ｙ．Ｙ．
（ＯＳＫ、50011）
１９時過ぎに電話したら、まだ誰も戻っていない。それにしても同窓会って。
風呂は良かった。８時ころ電話したら、長女も次女も帰っていた。

表題:千条の滝－浅間山－鷹巣山
.千条の滝－浅間山－鷹巣山、湯坂道
*[01* 日
付<]'92/06/07＠日付
*[02* 山
系<]箱根＠山系
*[03* コ ー ス<]千条の滝－浅間山－鷹巣山、湯坂道
*[04 地図・案内<]

［コース］
千条の滝は、蛇骨川上流といっても小湧谷駅から歩いて２０分もかかりませんし、道も良いので、訪れる観光客は多
いでしょうね。流石に早朝なので、誰もいませんでしたが。
小湧谷駅を出て、小湧園へ行く道を横切り、まっすぐ坂道を登っていきます。１０分弱で、千条の滝の分岐に出ます。
蛇骨川に沿った湿原の気持 ちの良い道です。この滝はかわったというか、めずらしいですね。千条の白糸をさらし懸け
たように見えるところから、千条の滝と呼ばれるように なったそうですが、１０ｍ弱の幅の崖の各所から細い糸状にな
って水が吹き出している感じです。その横に同じくらいの幅の斜面があって、石を巻 くように幾筋にもわかれて水が流
れているのも見事です。
人がいないし、早朝であったせいかもわかりませんが、鬱蒼とした緑の中でしんと静まりかえった中にたたずんでい
ますと、心をあらわれるようです。
さて、滝のすぐ先の橋を渡るとすぐ、鷹ノ巣山方面と浅間山方面への２本の登山口にぶつかります。今回は、鷹ノ巣
山方面を選びました。しばらくは沢に沿った登りで、次第に離れていきますが、羊歯の多い湿潤な環境ですし、木が繁茂
していて風が通らないかんじですから、梅雨から夏時期 は暑いでしょうね。３０分くらいの登りで、浅間山と鷹ノ巣山
の中間点に出ます。
箱根湯本駅前の国道１号線を強羅方面に１０分ほど進むと橋をわたって、すぐ左に上っていく細い道、これが鎌倉古
道－湯坂道である。８０２年の富士山噴火で通行不能になった足柄道に変わって開かれた道で、江戸時代に東海道ができ
るまで栄えた道である。鎌倉時代には大改修され人馬の往来も多かったらしい。登りだしてしばらく石畳が続く。途中の

湯坂城跡は室町時代に御厨（みくりや）－御殿場の事ーから
西相模一体に勢力を持っていた大森氏の城。１４９５年に早雲に滅ぼされる。以降、北条氏の支配下。ゆっくりとした
登りを２時間弱続けると大平台への分岐をとうりこして浅間山。古くは下鷹巣山といわれていたらしい。浅間神社ができ
て改名。でも神社は仙元神社だぜ。山頂は広い
草の斜面。左に下ると右への千状の滝・小涌谷分岐を見送り、直進。林道に出て、再び登ると鷹巣山。駒ガ岳、神山、
双子山がほぼ正面に広がる。反対側には、植林の隙間から相模湾も望める。大平台分岐から大平台への道はあまり通行が
ないようだ。笹のトンネルの中を歩くかんじ。
（９２／０６／０７）昨日の続き。くもりから雨
強羅
小湧谷出発
千条の滝分岐
千条の滝
近くに泊まった人だろう、小母さんがひとり
浅間山、鷹ノ巣山中間点
浅間山
雨だ
雉とおもわれる大きな鳥が下りてきた。
7:05 大平台分岐
7:53 車道
8:02 電車発
5:33
5:46
5:54
6:00
6:33
6:45

この土曜日に強羅に泊まりとなりましたので、
「とよ歩会」のイベントにいつ
か使おうと思っている、
小湧谷－千条の滝－鷹ノ巣山－浅間山－箱根湯本
のコースを歩いてきました。
登山鉄道の強羅始発５：３３に乗って小湧谷駅まで行こうと、昨日の会合で泊
まった宿舎を５時に出ました。というわけで朝食抜きです(:_;)。
千条の滝は、蛇骨川上流といっても小湧谷駅から歩いて２０分もかかりません
し、道も良いので、訪れる観光客は多いでしょうね。流石に早朝なので、誰もい
ませんでしたが。
鷹ノ巣山から箱根湯本の箱根古道は以前に歩いたことありますが、この千条の
滝から鷹ノ巣山までは、今回がはじめてです。小湧谷駅を出て、小湧園へ行く道
を横切り、まっすぐ坂道を登っていきます。１０分弱で、千条の滝の分岐に出ま
す。蛇骨川に沿った湿原の気持ちの良い道です。
この滝はかわったというか、めずらしいですね。千条の白糸をさらし懸けたよ
うに見えるところから、千条の滝と呼ばれるようになったそうですが、１０ｍ弱
の幅の崖の各所から細い糸状になって水が吹き出している感じです。その横に同
じくらいの幅の斜面があって、石を巻くように幾筋にもわかれて水が流れている
のも見事です。
人がいないし、早朝であったせいかもわかりませんが、鬱蒼とした緑の中でし
んと静まりかえった中にたたずんでいますと、心をあらわれるようです。
さて、滝のすぐ先の橋を渡るとすぐ、鷹ノ巣山方面と浅間山方面への２本の登
山口にぶつかります。今回は、鷹ノ巣山方面を選びました。しばらくは沢に沿っ
た登りで、次第に離れていきますが、羊歯の多い湿潤な環境ですし、木が繁茂し
ていて風が通らないかんじですから、梅雨から夏時期は暑いでしょうね。３０分
くらいの登りで、浅間山と鷹ノ巣山の中間点に出ます。
箱根湯本から浅間山、鷹ノ巣山を結ぶ湯坂道は、８０２年の富士山噴火で通行
不能になった足柄道（碓氷道？・・乙女峠、明神ヶ岳、関本を結ぶ）にかわって
造られたものだそうです。江戸時代に東海道（箱根旧街道）が出来るまで栄えた
鎌倉古道です。
８３４ｍの鷹ノ巣山からは箱根の連山が望めます。８０２ｍの浅間山は残念な
がら眺望を楽しめませんが、広いカヤトの山頂で休憩、食事に最適です。
ここで、体長５０～６０ｃｍくらいの雉（だと思う）に出会いました。鹿もい
るらしく、鳴き声が遠くから流れてきます。また、ピー、ピーと笛を吹くような
鳴き声を連続的に出し、相当に速く動く動物もいるようですが、なんでしょうね。
５４７ｍの湯坂山には室町頃から北条にかけて城があったそうです。鷹ノ巣城
もあったそうですが、どちらも詳しいことは不明だそうです。鷹ノ巣山－浅間山

は、約３０分、浅間山から箱根湯本まで１時間半くらいの歩程です。
ＦＲＯＭ Ｙ．Ｙ．（ＯＳＫ、50011）
ＰＳ 前日の明神ヶ岳、明星ヶ岳経由の強羅までの歩きと昨夜遅くまで騒いだ後
で、流石に疲れました(^_^)。

表題:札掛、物見峠
.札掛、東丹沢県民の森
*[01* 日
付<]'92/06/21＠日付
*[02* 山
系<]丹沢＠山系
*[03* コ ー ス<]札掛、東丹沢県民の森
*[04 地図・案内<]

（９２／０６／２１） 久しぶりに日光を見た感じだ
7:34 竹山発
50m 指示
7:45 鴨居発
8:06 町田発
8:43 秦野着
8:55 発 天気予報が曇り後晴れ、実際に日もさしてきた、というわけか、臨時便が出る程の
ハイカーで。ズックタイプのあまり山に馴れていないような人も多い。特に、少し首から上が
震えている６０歳後半と思われるおばあさんふたりには驚く。パンプス、ネックレスに手下げ
と、とても山歩きできるような感じじゃない。
9:30 ヤビツ峠
森林育成ボランティアの人達数十人が集合していた。すぐ上の斜面にあがっていって、下草狩り
を始めた。門戸口への下り口は、荒れているという事なので、舗装道を行く事にする。
9:45 出発
745m 指示だが？
10:50 森の家
東丹沢県民の森入り口の林道沿いに流れる藤熊川を吊橋で渡る。広かった河原に県立の立派な
施設。少し前から雨量が増えてきたので、休ませてもらおうと中に入る。所長と所員の２名で
運営しているようだ。ジャーキーを頂きながら、話を聞かせてもらった。ついでに、年会費
２０００円の会員に申し込んでしまった。
雨は、益々酷くなり、雷も。結局、１時間くらい雨宿り、雷も遠退き、雨も小降りになった
ので、出発。
12:10 出発
12:20 丹沢ホーム
長尾尾根の道（ホーム玄関までの途中で右に登る）を聞く。
12:50 下の丸
傘を差した状態で登れる。最初は、大きく成長した山毛欅の森だが、上に行くと植林になる。
13:30
左にとると、上の丸経由で大日、右へ行くと尾根沿いに森林歩きの黒竜線、直進して下ると、
本谷の方へ。雨宿りで少し時間をとったので、黒竜線の調査をして帰ることにする。ベンチで
食事を始めたら、右足の脛下がどうもむずかゆい。食事を終わって、めくってみたら、ヒルだ！。
靴下ごしに２匹がはりついてうごめいている。ゾーッ。煙草をおしつけて退治。吸い出しで血
抜き、消毒する。念のためにとスパッツをつけて出発。
14:00 県道
スパッツをはずしはじめたら、どうもまた痛がゆい。いましたね、大きなのが張り付いてい
る。座る場所もなく、手当せずに出発。森の家方面への分岐に公衆トイレあり、そこで手当。
最後の奴は、靴下ごしにひぱったため、少しヒルの切れっぱしを残したかも。
15:15 門戸口
どこかの大学生のグループと前後して歩く。大きなザックに長靴、どろんこ。
15:45 ヤビツ峠
沢沿いの道に入ってみたが、やはり荒れていて通行困難。Ｕターンしたが、大学生グループは、
そのまま行った。しかし、結局駄目であったようで、ヤビツー富士見途中のところに上がって
きた。
16:16 バス発
15:50 のバスは、中学生？の集団がいたため乗れず。おかげで、空いていて運転手と雑談し
ながら快適ではあった。
空気が見事に澄んで大島、その向こうの島まで見える。箱根方面もガスが筋状に流れているが、
きれかった。ただし、富士山はガスの中で稜線が薄く見える程度。

先日アップした「タラの芽がいっぱい」に続く、いっぱいシリーズ、堂々の第２弾公開です。
今回は、聞くもおぞましい「ヒルがいっぱい」のお話です。あのヒルってえ
のは、丸くなったり、細い糸状にひゅーっと伸びたり、少々つついてやったぐ
らいじゃ、つぶれもしない。靴下の隙間からニョロっと先端を突っ込み、ぼっ
てと肥満するまで血を吸ってくれます。

ま、というわけで、
「東丹沢県民の森」周辺で「夜の森散策イベント」を企
画しようと、この日曜日に、札掛は丹沢ホームから、ホームの上にある長尾尾
根を調べに行ってきました。
秦野からヤビツ峠経由で約１時間の舗装林道歩きで、藤熊川に架かる吊り橋
を渡ると、札掛にこの５月にできた「県立、札掛森の家」という立派な施設に
到着します。丁度、雨は本降り、雷ゴロゴロの状態になってきたものですから、
雨宿りをさせてもらいました。炊事室、宿泊室、研修ホール等が完備していま
す。森林の育成ボランティア活動を目的としているそうで、なかなか雷雨がお
さまらず、１時間も休憩しているうちに、
「かながわ森林づくり友の会」のパ
ンフレットをみつけ、早速会員の申し込みをしてしまいました。
それはともかく、１時間程で雨も多少おさまり、雷も遠退いたので、丹沢ホー
ム経由で長尾尾根目指して登り始めたのが失敗。３０分程で到着した「下の丸」
で食事をしていると、どうも右足が痛がゆくなってきました。なんだろうとズ
ボンの裾をめくってみると、靴下の上からヒルがはりついています。こんにゃ
ろめと煙草をくっつけるとポロっと落ちます。念のためにと、靴下をめくって
みるといましたね、小型の蛭が靴下の下まで潜り込み、しっかりとはりついて
います。ゾゾーですね。
こらたまらんと、スパッツをつけて、逃げ出しました。林道までおりてきま
したら、またまたむずがゆくなってきました。いましたねえ、今度はたっぷり
と血を吸って大きくなった奴が反対側の脛に貼りついています。引っ張っても
とれない(:_;)。煙草を押し付けてやっとの事、退治です。
スパッツをはずし、点検、また点検。もう大丈夫だと、ほうほうの体で逃げ
出しました・・・・・が、そんなに甘いものじゃない。帰宅後、スパッツを洗っ
ておいたのを、かみさんが干そうとした時に、乗り移り、ギャーッ。
この時、タイミング良く、サイト出張者から電話です。ヒルさん待て待てと
追いかけながらの「なに、うん、それは困った。
」と電話で話すという離れ業
をやってしまいました。
もちろん、かみさんからは、きついお叱りと総ての点検をやり直せとのきつー
いご命令が下ったことは言うまでもありません。
野鳥の会リーダーで丹沢ホームに行ったＴ課長はヒルの注意なんぞしてくれ
なかった（ｵﾎﾞｴﾃﾛ(^_^)）
。

表題:水無川
.水無川林道、本谷、源次郎沢
*[01* 日
付<]'92/07/04＠日付
*[02* 山
系<]丹沢＠山系
*[03* コ ー ス<]水無川林道、本谷、源次郎沢
*[04 地図・案内<]

（９２／０７／０４） 天気予報では雨という事だが、なんとかもちそう・・晴れてきたぜ
8:55 竹山発
9:0? 鴨居発
9:36 町田発
10:15 渋沢
駅工事でバス停が移動。駅前直進、Ｔ字を右に。２０分、５０分発で、待ちが３０分以上のた
め、タクシーにする。女性運転手だった。1190 円なり。
10:30 大倉
パンを購入。10:40 出発。
11:44 新茅荘
閉まっていた。作治小屋の奥さんの話では、おばあさん元気だとのこと。
12:00 作治小屋
橋を渡るとすぐ、水無川の対岸の岸壁に１３～１４人の人がロープをたらしていた。
すぐに、左に河原が開ける。戸沢山荘がある。そちらにはいらず、道なりに登っていくと、
すぐ臨時交番＋休憩所の立派な建物。通り過ぎると政次郎尾根の取り付きを右に見て、水無の
塔（６月にザイル祭りをやるそうだ）のある作治小屋。
12:30 本谷山荘上
途中、右にどなただかを記念して作った戸川バンガロー（バンガローをとおって、登ると
政次郎尾根に合流）
。そこを過ぎて、道なりに進むと本谷山荘。過ぎて左に登と天神尾根で大倉

12:50
13:25
13:50
14:20
14:55

鉱山道
河原に戻る
新茅荘
天竜湧き水
バス停

尾根の途中へ。右の堰堤に無理矢理登ると源次郎沢と本谷の二股。沢沿いに道があって、
左分岐がかいさく新堂、踏み跡が旧鉱山道。人も少なく、気持ちのよい沢ではある。
少し、あちこちのぞいて、Ｕターン。
作治小屋の下の方に中尾根という小さな分岐。烏尾へ行くらしい。
大学生の集団が登ってきた。
滝沢園で女子大ＷＧか、団体に会う。バス停で湘工大の団体に会う。

さて、前回は聞くもおぞましいヒルの話でしたが、第３弾はがらりとかわりま
して、
「山小屋がいっぱい」という話題に移ります。
大きな山系ですと、もちろん有名・無名をとわず多数の山小屋がありますが、
今回は身近な丹沢でのお話です。
丹沢山系は、健脚の人ですと宿泊無しに縦走、横断できるくらいの規模ですか
ら、１～２泊もすれば、相当散策することが出来ます。その丹沢にどのくらいの
山小屋があるかご存知でしょうか。なんと、公営のバンガロー、キャンプ施設を
除いても（これまた、あちこちに多数ありますが）
、三十数軒はあるようです。
麓では、なんといっても塔の岳、沢登りの表玄関の大倉に集中しているようで
す。多少とも山の中に入りますと、流石に適当に分散しているようですが、先日
散歩に行きました水無川の上流には、わずか３０分くらいの歩程の間に５軒もの
小屋がありました。
大倉から水無川林道に沿って上流に歩きますと、約１時間のところに新茅荘、
少し先に戸沢山荘、作治小屋、戸沢バンガロー、本谷山荘といった具合です。
源次郎沢、水無川本谷の沢登りが盛んな頃は、交通事情も悪くて、いったん小
屋で休むといった利用も盛んであったろうと思いますが、最近では寂しい状態の
ようです。
小屋番も高齢化していますし、どういうわけか私の会った人は、みなさん女性
でした。申訳ない話ですが、以前に新茅荘まで下山してきたときの事です。天気
が悪いうえに、冬に入った夕方だったものですから、もう薄暗くなっていました。
小屋が開いていたものですから、コーヒーでも飲もうかと寄りました。当然です
が、小屋の中は更に暗くて、細かいところがよく見えません。椅子に座ったとた
んに、奥の方からガサガサと動いたかと思ったら、目の前ににゅうっとあらわれ
たのが、白髪、綿入れのおばあさんでした。一瞬、日本昔話の世界、やまんばの
世界に足を踏みいれたかと錯覚いたしました(^_^;)。
今回は、作治小屋にころがりこみまして、作治さんの奥様（７０過ぎのようで
す）に、いろいろ教えていただきました。最近は、沢登りの事故が激減したそう
ですが、これは３Ｋ遊びの山歩き以上に、危険、ばっちいの沢登りをする人が減っ
たためだそうです。かわって、最近流行の４ＷＤ車で奥まで入ってきて、河原で
バーベキューする人が増えたそうです。
ところで、本谷沢登りの巻き道にもなっている「旧鉱山道」をご存知でしょう
か。踏み跡程度の道で、まともに水が流れているところが随所にありまして、荒
れています。なんでも数十年前に金が出るというので試掘されたことがあるらし
い。結局、何も出なかったそうですが。丹沢で金鉱とはね。どなたか、最新の技
術を駆使して、金探しをしませんか(^_^)。

表題:櫛形山
櫛形山
*[01* 日
付<]'92/07/18＠日付
*[02* 山
系<]南アルプス＠山系
*[03* コ ー ス<]櫛形山
*[04 地図・案内<]
アルペンガイド別冊 東京周辺の山
［コース］新横浜＝甲府昭和＝櫛形町＝見晴らし台－アヤメ平－裸山－原生林－アヤメ平－見晴らし台＝櫛形町

＝勝沼＝新横浜
櫛形山の山名は、山容が日本髪にさす櫛に似ているところからついたといわれている。県民の森になっており、ふも
とには湖、ロッジ、キャンプ 場等もある。遊歩道コースもあり、滝がいくつかるようだ。南尾根，中尾根，北尾根，丸
山の各登山道がある。標高１９００ｍのアヤメ平には野生 のアヤメが群生。２０００ｍの裸山からは富士山、北岳、白
峰三山が樹間より顔を出す。裸山頂上下の広場にもアヤメが群生。標高２０５０ｍの櫛 形山にむかって南進する道は原
生林に覆われ幻想的。

（’９２・０７・１８） 雨、何時降り出してもおかしくない。とよ歩会のイベント
5:53 竹山
6:02 鴨居発
7:10
8:40
8:50
11:25
12:00
13:50

タクシー発
中央高速
石川ＰＡ
林道入口
見晴らし台
アヤメ平着

14:20 出発
15:00 裸山往復

15:35
15:50
16:45
17:00

裸山山頂下
アヤメ平
見晴らし台
タクシ出発

6:10 新横浜駅前 トイレに寄ってから集合場所へ。今村さん加藤さんもう来てた。
ジャンボタクシーも丁度来た。
佐藤君は例によってギリギリ。片山さんが遅れてきたため、出発おそくなる。
鎌倉街道で国立。結構、混んでいた。
休憩 アマ無線、結構役に立つ。9:07 出発
雨法寺により、トイレ借用。地元のタクシーはうそ。沼津からきたらしい。林道がわからない。
結構、雨。所沢の朝日登山４１名と一緒になる。
先頭にいたが、無線で佐藤君呼んでも返事無し。心配になって、最後尾に回る。加藤さんが
調子悪く、１０歩いては休む感じ。結局、連れ合いとふたりでついて登る。そのわりには時間
かかっていない。
今年のアヤメ平は、事前情報通りに悪い。枯れているのか、花が少ない。
おとどしとコースかわっていたが、正味１０分くらいか。山頂では富士山が見えた。お花畑
のむこうに富士山。
小野さんが紅茶を入れるというので、大急ぎで下りる。
出発 先に出る班と紅茶班にわける。
いっきに降りた。車も待っていた。

途中、酒屋によってビール。中央高速は順調。環八に出てからが大渋滞。花火のせいであったらしい。
新横浜着は、９：３０
さて、今回は筆者のイメージにぴったりの「アヤメがいっぱい」というお話
です。そうなんです、前々回の蛭はあくまで仮の姿であります。
アヤメにカキツバタ。すーっと伸びた茎に紫の楚々とした花をつけたところ
は、美人の代名詞に使われるのもむべなるかな、というところです。万葉集で
菖蒲と書いて「あやめ」と読んだところから、間違えて菖蒲の字があてられる
事もあるようですが、あちらはサトイモ科。アヤメ、カキツバタはアヤメ科に
属し、よく似た花をつけます。
さて、ぼろの出ないうちに、植物学の講義はここまでとし、肝心のアヤメで
すが、花の最盛期は、東京近郷の平地だと６月かな。紫陽花が目につきだした
頃は、もう終わっています。日光戦場ガ原も有名なようですが、アヤメはなん
といっても、東洋一を誇る櫛形山の自然群生地が群を抜いて見事です。
櫛形山は本格的な登山の対象としては、とりあげられていないようですが、
標高約２０５０ｍの南アの前衛になるどっしりとした山です。
ところで、南アルプスのおさらいをしますと、フォッサマグナと中央構造線
にはさまれた三角形の間にあり、いまだに隆起を続けているそうです。南北約
１００Ｋｍの間に３０００ｍ峰を１０座以上置いた日本で最大の山系です。山
脈の最北には、２９００ｍを超す甲斐駒ｹ岳、３０００ｍを超える仙丈ｹ岳があ
ります。甲斐駒ｹ岳と仙丈ｹ岳の間の北沢峠から尾根がのびていまして鳳凰三山
（地蔵岳、観音岳、薬師岳）とつながっていきます。仙丈ヶ岳と谷をはさんで
南東に位置するのが北岳、標高３１９２ｍの日本第２の山です。北岳とその南
の間ノ岳（あいのだけ）
、農鳥岳をあわせて白峰三山と呼ばれています。さて、
鳳凰三山の薬師岳から夜叉神峠を経由し、さらに南方に櫛形山があります。
山名は日本髪にさす櫛に似ているところからつけらたそうです。甲府駅から
１０Ｋｍ強、南西に下がった位置になります。
原生林と標高１９００ｍのアヤメ平、２０００ｍの裸山周辺に群生する野生
のアヤメが有名で、県民の森としても指定されています。

さて、先日１６名の団体でアヤメ鑑賞登山に行ってきました。日吉地下壕に
行った団体ですが、一般公募をしようという事で、お手盛りよろしく、原子力
研関係者が６名もいました。ジャンボタクシーをチャーターし、新横浜往復で、
ひとりあたりの費用は１万円におさえれらという超お徳用であります。
甲府昭和ＩＣから櫛形町に入り、林道を１３３０ｍまで走りますと登山口が
あります。ここから、多少急勾配の山道を１時間半近く登りますと、アヤメ平
に到着。この登山道は、見晴らしのない森林の中を一直線に登る面白味に乏し
い道です。それだけに、アヤメ平に到着したときの見事なお花畑への感激もひ
としおです。
アヤメ平は、名前どうりに平坦地に見渡す限りにアヤメが咲き乱れて・・いる
筈でしたが、今年は調子が悪いらしく枯れたものが目につきます。
アヤメを鑑賞しながらの食事を３０分で終え、次の群生地である裸山にむか
います。ロープを張って保護したアヤメの中を通り、原生林の中をひと登りす
れば、２０分ほどで、裸山直下の鞍部に到着します。広がった斜面にアヤメが
見事に群生しています。こちらは、例年通り一面に花が咲き乱れています。鞍
部から標高２００２．６ｍの裸山までは、ほんの５分くらいの登りです。下の
斜面一面にひろがるアヤメ、正面遠くに浮かび上がる富士山、素晴らしい景色
を堪能できました。
裸山からは、原生林コースに迂回し、アヤメ平にもどりますと、あとは往路
を引き返すのみです。約１時間で登山口に戻れます。
季節柄、雨の中をどろんこになって登る覚悟は必要ですが、お勧めハイキン
グコースのひとつです。

表題:八ガ岳：赤岳、横岳
.赤岳、横岳、美しの森山
*[01* 日
付<]'92.07.31＠日付
*[02* 山
系<]八ガ岳＠山系
*[03* コ ー ス<]赤岳、横岳、美しの森山
*[04 地図・案内<]

（’９２／０７／３１，０８／０１）連れ合いと１年振りの八ガ岳
１日目
美濃戸山荘のすぐ上で道は２分、右側が南沢。しばらく右岸の樹林の中、沢を２度渡っ
て、カラマツ、シラビソ林の中を右下にゴルジェ状の南沢を見下ろしながら登る。
沢の中に入り、数回沢を渡り返す。阿弥陀岳北壁が迫ると白河原、まもなく行者小
屋。泉野の行者、富田義雄が建てたことに由来する。かっては、赤岳山神社の社務
所でもあった。小屋の水道に沿って登ると左に文三郎道が分岐。中岳からの道と合
流すると中岳コルより赤岳直下の登りとなる。
山頂から下っているリッジなどに取り付かないように、踏み跡、ペンキ標識の確
認。ふたつのルートに別れる。右手は竜頭峰の基部、左は赤岳南峰直下。落石注意。
長い鎖場。
5:53
6:00
6:40-7:12
9:04
9:25-9:37
10:20
10:35
11:30

竹山
鴨居
八王子
あずさ臨時便、始発だよ。平日だから、流石に勤め人が多い。でもハイカーもそれなりに
茅野
改札口出たところにタクシーの運転手が札をもって待っていた。
美濃戸口
～１５００ｍ。登山者カード提出。
小松山荘
横浜に電話。青リンゴを１個購入。
美濃戸山荘 通過 時間ぎりぎりのためよらず。予定通りの時刻。
休憩
右下が沢、斜面は灌木。右側は森。少し広くなったところで、休憩。さあ、出発しようかと
した時に下の斜面からガサガサとなにか、人か人より大きそうな動物が上がってくる音。
こんなところで、誰がやぶ漕ぎしてるのかなと思ったたが、かみさんは熊を連想してたらし

い。少し、逃げ腰になっているところに茶色の毛に覆われた大きな頭が見える。かみさんは、
俺の後ろにつくというより、前に押し出しやがった(^_^)。道に現れたのはカモシカ。
こんな真近に見るのははじめて。大急ぎで、カメラを出そうとしたが、あっせって駄目。
そのうち、逃げられてしまった。
13::05-13:43 行者小屋 豊富な水ときれいなトイレ。小屋番も良さそう。キャンプも数張り
13:55
分岐
文三郎道と阿弥陀ー中岳のコルの分岐。標識あり。
ザレた急斜面で歩きにくい。
14:15
鉄階段
遂に、鉄製の長い階段。以前は鎖だったらしい。歩幅のよく調整された歩きやすい階段だが、
維持大変だろう。急斜面で上に目をやると目が回る。
15:15
中岳稜線
鎖を過ぎると、赤岳ー阿弥陀の稜線に出る。すごい風。中岳、阿弥陀岳への尾根道がくっ
きり。きつそうな道だ。赤岳方面に目をやれば、海面に浮かぶ岩島のような感じで赤岳に
つながる岩の塊。西部劇に出てくる台地みたいな感じ。
15:35
岩場
もう鎖の連続。ロープ替わりに使って、手が痛くなる。
16:00
キレット分岐
16:10
南峰
2899ｍ。山頂！！ 山頂小屋はすぐ近く。
個室予約をいわずに、まず手続き。大部屋はものすごい混雑。すでに布団ひとつに２人。
割り込める余地なし。おおあわてで、予約していた旨申告。２階の個室に移る。６人部屋で、
すでに２組４人は到着済み。危ないところであった。その後も、増えつづけ、食事の時に
２人の枕を３人にするとの指示。それでも、もれた人がいて、２階のロビーをつぶして
１０人以上が寝る。
17:40
夕食
コロッケ。飯はおかわり自由
ガスが出て、何もみえなくなる。
19:00
就寝
なんとなく、うつらとして、もう１２時過ぎかなと時計を見ると１０時。風が台風のよう
に強くなる。雨も降ってるらしい。 その後は、寝てるのか起きてるのかわからない状態
が続く。
－－－南沢－－－－行者小屋－－文三郎道－－赤岳頂上小屋
(2.10+40)
13:30
（地蔵尾根）
16:10
(2.10+30)
0551-22-2901(６人部屋:12000)
２日目
4:15
5:30
6:20

起床
朝食
出発

6:45

石室

7:30

石室

7:55
地蔵尾根
8::50-9:25 行者小屋
11:15-11:25 美濃戸山荘
12:05
美濃戸口
13:07
バス発
15:52
あずさ

いやあ、ガスと強い風雨。横岳は止めて、県界尾根で下ることにする。
完全武装で出立。ガスでなにも見えないが、昨日あたりをつけた急斜面を石室にむかう。
数人いて、心丈夫。
県界尾根につながる道（主道は、頂上小屋のトイレのあたりに出る）の標識が無く、石室
の主人（犬２匹つれてた。団体を地蔵尾根の方につれていった）に聞く。なんでも冬場、
雪渓のトラバースが危険なのではずしたそうである。今も雪が残っているかも。
トラバースのところは、たいへん危険で、落ちたら助からないとの事。県界尾根もやぶ漕ぎ
みたいなところあって、ダニがたいへん。まあ、そうはいわれても予定もあるし、チャレン
ジ。
確かに、厳しい道。ザレ道をかにの横ばい。これは岩よりきつい。まったく、目印なく、
不安。雪渓も小さいが残っていた。１ヶ所だけペンキ矢印あり、その下にあるハシゴがまた
よくわからない。そのまま下ると谷としか思えない。ガスで見通せないし、ついに諦めて
地蔵尾根で茅野に戻る事にして引き返す。
で、また石室に戻ったが、今度はガスで地蔵尾根分岐が見つからない。流石にあせりが出
てきたところで、３人の山男、ベテランらしいのが横岳への道と平行した上側の道をゆうゆ
うと歩いていく。さあ、ついていこうかと思ったところで、準備に手間取り、ガスの中に消
えてしまった。あとから覗いてみるが、どうにも下れそうもない急な岩場。横岳方面の先に
もう少し行ってみるがわからない。なんだかんだやってるうちに、数人がきて、一組は横岳、
もう一組は地蔵尾根に行く。地蔵尾根を登ってきたから大丈夫との事。ひと安心してついて
いく。

小さいほうの売店で休憩、昼食
切符の買い直しをする

紀行文
１年振りにかみさんと南八ガ岳に行ってきました。
今回は、茅野からタクシーで美濃戸口まで入り、行者小屋経由で文三郎道
から赤岳頂上に行きました。約６時間半で頂上小屋に入ったのが１６時を過
ぎ、金曜にも拘らずもうすごい混雑です。すでに布団ひとつに二人の状況で
割り込むことも出来ません。幸い、前もって個室予約をしていましたので、
６人相部屋ではありますが、ひとつの布団にゆったりと横になることが出来
ました(^_^)。
さて、行者小屋までの途中の森の中で休憩している時の事です。登山道の
片側は灌木の斜面になっていました。さあ、歩きだそうかと立ち上がった時
に、斜面をガサガサと這い上がってくる音がします。音からすると、人間か
それより大きい動物の感じです。一瞬、緊張し、灌木の隙間から窺うと、毛
で覆われた大きな頭らしいのものが見えます。この時です、かみさんが私を
前に押し出して、後ろに下がったのは。決して、後ろに隠れるなぞという生
易しいものではありません。まるで、餌を差し出すかのように押し出されて
しまいました(^_^;)。いえ、熊ではなく、カモシカでしたけどね(^_^)。
こんなまじかにカモシカを見たのは初めてです。
行者小屋までは沢沿いの森の中を登る普通の道ですが、行者小屋から上の
文三郎道は、ハイマツ、しゃくなげの中を歩く鉄階段と鎖の急斜面となりま
す。ここを登りきると赤岳から阿弥陀岳への稜線に出ます。赤岳方面を見る
とまるで、海面に突き出した岩島というか、西部劇でインディアンが狼煙を
あげる台地というか、ゴツゴツとした岩場が広がっています。ここは、もう
鎖頼りでよじ登っていく感じです。ひさしぶりに楽しめました。
１７時を過ぎるとガスが出始め、風も強くなって、星空も見えません。
翌日は、ガスと風に加えて横殴りの雨も降り始めました。視界が２～３ｍで
すし、予定していた横岳までの縦走は諦め、少し下の赤岳石室から県界尾根
を下り、清里に出る事にしました。
ところが、この赤岳石室から県界尾根までの道が曲者でした。石室の親父
さんにきくと、
「危険なトラバースになるため、標識をはずした。もう、雪
渓も小さくなっているから大丈夫だろう」と心細い返事です。しかし、清里
方面に出るには、県界尾根に出ざるをえないし、まあ行ってみるかと挑戦し
ました。ところがどっこい、これがすごい道でした。蟹の横ばいも岩場だと
まだ足場があって安心感がありますが、これが全くのザレ道で、下は・・・
・・・落ちるとまず助かりそうもない。冷や汗をかきながら、なんとか前進
していきましたが、どうにも県界尾根が見つからない。標識はおろか目印も
ない。視界が２～３ｍのため、見通す事もできない。とうとう諦めて、来た
道（ありゃ道かね）を引き返しました。
というわけで、石室までもどったのはいいんですが、さあ、これからどう
しよう。予定の反対側の行者小屋に下る地蔵尾根が近くにある筈。必死に探
しますが、悪視界のためさっぱりわからない。往生しました。ここらかなと
下をのぞいてみると、切り立った岩の列です。こんなとこ下りられやしない。
そうこうするうちに、いかにも山男という３人の集団がガスの中から現れ
てゆうゆうと、岩の列の中に入っていきます。これだ、彼等についていこう
としたところで、手間取ってしまい、あれれという間にガスの中に消えてし
まいました。あらためて見ると、どうにも下れるような場所じゃない。ふん
ぎりがつかず、ウロウロしてますと、前日に地蔵尾根から来た人達と出会っ
て、案内してもらい、無事に下山できました。それにしても、あの３人の山
男集団はなんだったんだろう？
縦走予定で、時間をたっぷりととっていましたので、余裕があり助かりま
した。初めてのコースだと、視界が得られなくなると、ほんと身動きできま
せんね。
ＦＲＯＭ Ｙ．Ｙ．
（ＯＳＫ、50011）

表題:ヤビツ峠～大山
.大山
*[01*
*[02*
*[03*
*[04

日
付<]'92/09/02＠日付
山
系<]丹沢＠山系
コ ー ス<]大山
地図・案内<]

［コース］ 小田急秦野＝蓑毛－ヤビツ峠－大山頂上－雷の峰分岐－見晴らし台－２重の滝－阿夫利神社下社
－ケーブル＝小田急伊勢原
約 1200 年前、良弁大僧正によって開山。別名 阿夫利山または雨降山。標高 1252ｍ，表登山道のケーブルを利用すれ
ば、標高差 約 500ｍの登り。高尾の様に公園化していないが、指導標もしっかりしており、道もまあまあ整備されている。
表登山道、ヤビツ峠、日向薬師、広沢寺とコースがある。交通の便が良い表コースは、信仰登山のお年寄りから家族ハイ
クの幼児づれまで、天候，季節によらず結構の人出。
（’９２／０９／０１） 晴、暑い。この１ヶ月はフラストレーションばかり。土曜も出ずっぱり。
やっぱり、休んで山歩きする事にした。
手軽に行こうという事で、ヤビツから大山、ケーブル下山とする。
流石にヤビツ行きのバスは空いていて座れた。でも、逆にこの暑い時期、
休みでもないのにハイカーがいたという方が驚異か。
ヤビツからの登りは俺だけ、全く静かなものだ。やはり、心が洗われる。
表参道に出ると流石に、多少の人がいたが、山頂だって、１０人程度。
テレビ塔の工事がまだ続いている。ロープ潜って、裏側へ。夏の昼にしては
展望もまあまあ。富士山、表尾根がむこうには蛭ガ岳が見える。
山頂で裸になって日光浴。今年始めて、じりじりとした太陽にあぶられた。
見晴台から下社に。お参りをする。
7:35
7:40
8:06
8:44
55
9:35

竹山
鴨居
小田急町田
秦野
ヤビツ峠

9:45 出発
10:45 表参道手前

11:00 山頂

12:10 出発
13:05 下社

14:00 ケーブル

流石にハイカーは少ないが、それでも１０人近くいるというのは驚異だ。
ヤビツからＵターンする筈のバスとのすれ違いがない。駐車場で運転手、眠り込んでしまったら
しい。
下山してくる人が何人かいたくらいで、登りはもう誰もいない。
見晴らしのよい斜面で休憩。夏にしては富士山から表尾根、蛭ガ岳と眺望がえられる。
ベルトに緑色の腕章をぶらさげた、年の頃、５０～６０代のおじさんが
表参道から入ってきた。清掃ボランティアをされているらしい。腕章は、自然保護か自然指導
かそんなものだと思う。なんでも、数日前に３の塔の避難小屋で野宿をしたそうな。
１０人もいないくらいで静か。先程のおじさんにまた会った。大島が見えると説明してくれた
が、俺の目では、霞んでしまっており、わかない。もうひとり、腕章をつけたおじさんも頂上
の清掃中。御苦労様。
参拝し、おみくじ。大吉であった(^_^)。このところの精神状態の悪さに親父の入院とあまり
良くない状況のなかオアシスだ。
裏側は、トイレの奥からロープで通行止め。テレビ会社の工事がまだ続いている。ロープく
ぐって、工事している人に聞いたら、通行止めはここ数日らしい。そんなに厳しくしていない
ようだが、見晴らしの良い裏側に速く入れるようにしてほしいものだ。
３０分ほど、上半身裸になって日光浴。今年始めて、ジリジリと焼いてくる日光にあたった
下社も流石に人が少ない。ここでも参拝し、登山口でお札を受ける。
横浜から来た、６０～７０代のおじさんと話をする。表参道を１０丁目（確か２８丁目まである）
まで行って、これは駄目だと引き返してきたらしい。
途中で、かき氷。おかげで、数分差でバスに遅れる。仕方ないので、ビールを川向こうの売店
で買ってきた。それにしても、氷が３５０円で、ビールが３００円、これには考えてしまった。

14:37 バス
やっぱり、休んで山歩きする。手軽に行こうという事で、ヤビツから大山、ケーブル下山とする。

流石にヤビツ行きのバスは空いていて座れた。でも、逆にこの暑い時期、
休みでもないのにハイカーがいたという方が驚異か。
ヤビツからの登りは俺だけ、全く静かなものだ。やはり、心が洗われる。
表参道に出ると流石に、多少の人がいたが、山頂だって、１０人程度。
テレビ塔の工事がまだ続いている。ロープ潜って、裏側へ。夏の昼にしては
展望もまあまあ。富士山、表尾根がむこうには蛭ガ岳が見える。
山頂で裸になって日光浴。今年始めて、じりじりとした太陽にあぶられた。
見晴台から下社に。お参りをする。
帰宅後、宿題の作文をする。ＮＩＦＴＹにＨｉＴｅｘｔのドライバがアップ
されたので、ＤＬしようとするが混んでいて全く駄目。

備考

表題:大山三峰
.大山三峰
*[01* 日
付<]'92/09/15＠日付
*[02* 山
系<]丹沢＠山系
*[03* コ ー ス<]大山三峰
*[04 地図・案内<]
［コース］小田急本厚木＝煤ガ谷（宮ガ瀬行き）－湯出川橋－物見峠分岐－山の神－北峰－三峰－不動尻
－広沢寺温泉入り口＝本厚木
大山から北方に伸びる尾根筋に連なる４～５個のピークからなる。起伏も結構あり、一部ザレたところとか鎖場,はし
ごもあり変化に富んでいる。８９年の夏には滑落死亡事故があり、急峻であり経験者向きの山である旨の立て看が随所に
出ている。しかし、ハイキングガイドに出ている事もあって、毎回１，２人のあまり装備のできていない人が混じってく
る。なお、交通の便も結構良いほうだが、訪れる人はあまり多くなく、静かであった。登り口のあたりには野生の猿もい
るようだ。狩猟期には猪のハンターもいる・・・しかし、コース整備が進み、人気コースになって人が多くなった現在は？
（’９２／０９／１５）
7:13
7:25
7:46
8:05
8:45
9:45
11:00

竹山
鴨居
町田
本厚木
出発
分岐ベンチ
急斜面前

11:35 山頂
12:02
沢

13:26 不動尻
14:36 バス停
14:36 バス発

小雨。これまで雨のかけらもない天気が続いたのに、どうも本格的な雨になりそう
鍋割山に行くつもりであったので、早くなってしまった。

そろそろシーズンか、夫婦・親子連れと結構大きな集団がいた。
夫婦・親子連れと単独の小父さんが後から来た。雨のせいか、大きなガマ２匹にあった。
６月の時より３０分余計にかかっているよ。ここまでの凸凹は小さいのが２個、中くらいの
が２個。
１５分余計にかかった。山頂には単独行２人。集団数人。途中、単独が１人に外人単独行
１人。この外人さんは大きくて、迫力満点。大きな瓶から水をがばがば飲む様子に見とれ
てしまった。
ここで、杭の上に置かれた頭蓋骨。おそらく猿または鹿と思われるが、驚いた。その後、
大きな蜂につきまとわれる。
どうも俺を威嚇しているようだ。立ち止まると前に回って、下山させまいとする。まあ、
状況が状況だけに薄気味悪い。
２回目の鎖場の下で休憩。
結局１６分遅くなった。

久しぶりに山。鍋割山に行くつもりでッたが、天気悪いので眺望がもともと関係ない大山三峰に変更。
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
さて、今回はシリーズ７回目で、恐～いお話(^_^)です。
この折角の４連休、結婚式にとられてしまい、最終日の火曜日、このと
ころめずらしい雨の日にわざわざ山歩きに出かけるはめになりました。

この天気じゃ見晴らしもなさそうなので、急遽大山三峰に行く事にしま
した。小田急の本厚木からバスで行けるという手軽な山のわりには、小さ
い峰まで入れると６個くらいの起伏がありますし、本峰近くには鎖場、梯
子もあり、気持ちの良い沢もあるといった具合で、変化に富んだ楽しい山
です。唯一、残念なのは、見晴らしがあまり得られない事ですが、今回の
ように天気の良くないときにはピッタシの山です。
昔は、八菅修験の行場のひとつで、頂上には三峯社があったそうですが、
今は跡形もありません。八菅の修業のコースは、八菅山を出発し３０箇所
の山を７泊でまわるものだそうです。この三峰を越えて大山までのコース
は、奥駆けといわれる最も厳しい場所であったといわれています。いった
ん不動尻に出て、今はキャンプ場としてバンガローの並ぶところを大山に
登り返えしたものと思われます。
頂上までの２時間４５分、雨具を着る程でもなく、かえって涼しくてよ
かったですが、こういった天気の時は多少気味の悪い雰囲気も漂い、更に
涼しくなります。毎年、滑落等の犠牲者が出ていると思うからかも知れま
せんが。
そういえば、やはり天候の良くない夕刻、もう薄暗くなって歩いていま
すと、霧の中からバロックの曲が流れてきます。バロックて、あまり山に
あわないような気がしますが、どんなものでしょうか。それも、薄暗く、
霧が出ているとなると、あまりうれしい状況設定とはいえません。
結局、崖の上のちょっとした広場でカセットラジオを木に引っ掛けて音
楽を流している小父さんがいました。事故者の供養かなと思いましたが、
もう少しＴＰＯをあわせてもらえると、ありがたいですね。
さて、頂上から不動尻まで約１時間半の下山コースは、それまでの尾根
とは趣がかわって、沢沿いのコースが多くなります。水量も豊富ですし、
なかなか趣のある所です。１～２ヶ所程、沢の水で汗を拭ける休憩に良い
場所もあります。
ところで、今回は、沢沿いの暗い道を下りていますと、ガスの中に杭の
ようなものの上に乗った白い塊がぼーっと浮かび上がっています。また、
誰かゴミを捨てたかと拾いによりますと、これがなんとしゃれこーべ。
一瞬、息が止まりましたが、よく見ると、どうも猿の頭蓋骨のようです。
いやあ、流石に、どっきりです。おまけに、そこを立ち去ろうとすると、
どういうわけか、大きな蜂がつきまといます。前に回っては、まるで下山
を止めさせるかのように威嚇されます。
これでも技術者のはしくれであるわけですが、帰りに神社に参拝してき
たのはいうまでもありません。
というわけで、今回は恐さがいっぱいというお話でした。

ＦＲＯＭ Ｙ．Ｙ．
（ＯＳＫ、50011）

表題:鍋割山
.鍋割山
*[01* 日
付<]'92/09/20＠日付
*[02* 山
系<]丹沢＠山系
*[03* コ ー ス<]鍋割山
*[04 地図・案内<]２万五千地図 秦野、大山

アルペンガイド 東京周辺ワンデイ・ハイク

［コース］小田急渋沢＝大倉－西山林道－表丹沢県民の森－二股－後沢乗越－鍋割山－小丸－大丸－金冷やし
－大倉尾根－大倉＝小田急渋沢
塔の岳直下の金冷シの頭から西の延びる尾根を鍋割山稜といって、大丸，小丸をへて代表的なピークの鍋割山約１２
７０ｍにいたる。大倉尾根から入るコースと後沢乗越より北上するコースがある。後者は、登山者の多い大倉尾根に比べ
て静かである。途中、県民の森，登山訓練所をへて二股より沢を横切って植林の中を後沢乗越にいたる。ここからカヤト

の中の登りとなる。ゆるやかなピークを二つ越すと山頂。山頂には鍋割山荘があり、宿泊も可。塔の岳にいたる鍋割山稜
はぶな林の中の気持ちの良い尾根道。
（’９２・０９・２０） 晴れ、気持ちの良い朝。鴨居ホームから雲の上に丹沢山系。かすんではいるが、
富士山も。ひさしぶりだ。
7:00 竹山
7:13 鴨居
7:33-36 町田発
8:15-20 渋沢着
8:35 大倉着
ベンチに座って、ひたすら握り飯にしゃぶりつく船橋君に会う。土曜日にラグビー、日曜日に山歩き
をしているとの事。これまでは奥武蔵だったが、最近日吉に引っ越してから丹沢にきはじめたらしい。
8:40 出発
同じ、鍋割山を予定している。一緒に歩くのは無理？と判断し先行。
9:50 林道終点 沢を渡った広場。２０人近い、沢登りの団体さん。
家族連れのお子さんが、歌いながら・・・ハイキング気分にあふれてる。
10:38 後沢乗越 約８４０ｍ。いつもの休憩場所が大勢でふさがっている。諦め、休憩中止。
10:48 休憩
やっと休憩できる。ここで船橋君が追い付いてきた。少し言葉をかわし、彼は登っていく。
11:40 山頂
俺もだいぶ追い越したが、船橋君の影も見えず。山頂で待っていて、ビール飲みたーいと。
２本買ってくる。富士山のシルエットを見ながら食事と雑談。山荘が増築中。なお、これで
連れ合いと来たときより３０分以上ハイペース。
12:25
12:45 小丸
12:52 小丸分岐
13:05 大丸
13:15 金冷やし ナベワリ山稜は、それなりに静かだが、大倉尾根はラッシュ。途中、山毛欅の皮があちこちで剥が
されていた。鹿だと思うが、餌はＯＫのはずなんだけど。
13:26 花立
13:35 花立山荘
14:10 堀山の家 今回は、右膝にきた。だいぶ足が弱くなった(:_;)。
14:20 大倉分岐 ここで、３０分待つが、船橋君こない。別ルートをとったか、塔の岳に行ったものと判断し、出発。
16:00 大倉バス停 バスが来たので、乗る。動きだした時に、船橋君。約４０分遅れか。
渋沢で次のバス到着を待ち、船橋君と落ち合う。やはり塔の岳に行ったとの事。ここで、橋本さんと会った。大倉のイ
モ煮会らしい。
残暑も過ぎて、いよいよ丹沢もシーズンです。この日曜日も、小田急渋沢駅
から大倉行きのバスは、ハイカーで満員でした。まあ、表丹沢の玄関みたいな
ものですから、仕方ないですね。
さて、大倉のバス停に降り立ち、さあ身仕度をとベンチに近寄ると、なっな
んと一心不乱に握り飯を食べているＦ君がいるじゃないですか。いくら、浮島
の（原子力研）在籍者が４百人ちかいといっても、大倉のような辺鄙なところ
で遭遇するというのは奇遇です。
なんでも、土曜日はラグビーを日曜日は山歩きをという健康的な休日を過ご
しているらしい。聞くと、同じ鍋割山を目指すとの事。この体力と若さの彼に
同行するのが無理なのは、火を見るより明らか。お先にと出発です。
案の定、大倉から２時間、後沢乗越の上で追い付かれました。彼は、そのま
まグングンと登っていき、私はというとヨタヨタと後を追いかけますが、山頂
までの１時間、後ろ姿も見えません(^_^)。
やっと山頂に到着すると、涼しい顔で「ビール飲みたーい」の一言に迎えら
れました。もちろん、否やはありません。早速、山頂の鍋割山荘で購入、目の
前にどーんと広がる富士山を眺めながら乾杯です。
ところで、標高１２７２ｍの山頂はカヤトに覆われた広場になっていて、眺
望は抜群です。特に、西丹沢の桧洞丸の奥に聳える富士山は迫力があります。
見通しの良い晩秋から初春がおすすめですね。９月末ですと、まだ空気の澄み
方がいまひとつで、富士山も霞がかかって、ぼやけています。
頂上にある鍋割山荘は増築中です。山荘の親父さんは、自力で小屋の建設を
したり、
「ボッカ丹沢駅伝」を始めたりで、人気のある方です。駅伝は、水を
一杯に詰めたポリタンクを何個も背負って、登る時間を競いますが、どこかの
テレビ局で放映されましたので御存知の方もおられると思います。
Ｆ君も、鍋割山稜を縦走し、塔の岳山頂を少し下った「金冷やし」から大倉
尾根を降りるとの事。再び先行して出発です。

小丸、大丸を経由して金冷やしまで、約１時間の歩程の鍋割山稜は、山毛欅
に囲まれた気持ちの良い尾根道です。大勢のハイカーで騒がしい大倉尾根から
すると別天地です。
さて、金冷やしから塔の岳山頂往復は１時間くらいですが、今回は省略して
ひたすら下ります。金冷やしから２時間弱、丹沢名水のある大倉高原山の家へ
の分岐で３０分待ちますが、どうした事か、Ｆ君は現れません。これは、別コー
スとったかと、痛む足をひきずりながら大倉に。
結局、バス停で再遇したＦ君は、塔の岳を往復をしたそうです。「やたら混
雑してそうな塔の岳は省略したよ」と減らず口の私(^_^;)。
さて、ここでまたまた、もう２年近く会っていない知人に遭遇しました。大
晦日のナイトウォークで、一緒にリーダーをした実年の方です。
というわけで、本日はどちらかというと僻地で知人ふたりに遭遇するという
確率的にもめずらしい経験をしたというお話でした。

表題:二の塔～三の塔～烏尾山
.二の塔～三の塔～烏尾山
*[01* 日
付<]'92/10/04＠日付
*[02* 山
系<]丹沢＠山系
*[03* コ ー ス<]二の塔～三の塔～烏尾山
*[04 地図・案内<]２万五千地図 秦野、大山

アルペンガイド 丹沢

［コース］小田急秦野＝ヤビツ峠－富士見山荘－二の塔－三の塔－烏尾山－烏尾尾根－大倉＝小田急渋沢
塔の岳から東南にのびる尾根（丹沢表尾根）を歩く丹沢の代表的なコース。尾根道には木が少ないため見とうしの良
い場所が多く、相模湾， 箱根の外輪山の眺望が得られる。また、２の塔から烏尾あたりでは富士山が大きく広がる。一
部ザレ道とか鎖場もあるが、道は明瞭でコース に悩む必要もなく歩き易い。ヤビツ峠側からのコースは高度約７６０ｍ
が起点となり、逆コースよりだいぶ楽である。
（９２年１０月０４日） 薄曇り
7:34
7:45
8:41
8:50
9:40
9:52
11:10
11:25
11:45
12:10

竹山
鴨居発
秦野着
バス出発
ヤビツ着
出発
２の塔
３の塔
出発
烏尾山

12:25 出発
12:45 休憩
13:50 新茅荘
15:10 大倉バス停

8:06 町田発
それなりに人が多かったが、先日の渋沢－大倉より少ない。５００円の稲荷弁当。
ガスで相模湾、富士山と全く眺望無し。
蒸し暑い感じ
富士山がうっすらと見える。どうせなら、早く３の塔でじっくり見ようと休憩せず。
えーっ、もう富士山は雲の中。食事。風があり、曇ると寒い、日が射すと暖かいという変な天気。
ゆでたまごを食す。昨晩、７分近く湯に入れたはずだが、完全に半熟。山荘の小父さんが、
ボッカがまだ来ないと心配していた。
すぐ、下でボッカの人にあう。すっかりばててたようだ。
ここが茶話登りの終点らしい。鹿が通ったばかりらしい。なんか、斜面のやぶでざわざわと
大型動物の気配。沢登りの小父さんであった。
残念、おばあさんと話をしようと思ったのに。
15:38 発車

表題:鍋割山（寄）
.鍋割山（寄）
*[01* 日
付<]'92/10/11＠日付
*[02* 山
系<]丹沢＠山系
*[03* コ ー ス<]鍋割山（寄）
*[04 地図・案内<]２万五千地図 秦野、大山

アルペンガイド 東京周辺ワンデイ・ハイク

［コース］小田急新松田＝寄－鍋割峠－鍋割山－後沢乗越－二股－大倉＝渋沢
塔の岳直下の金冷シの頭から西の延びる尾根を鍋割山稜といって、大丸，小丸をへて代表的なピークの鍋割山約１２
７０ｍにいたる。大倉尾根から入るコースと後沢乗越より北上するコースがある。後者は、登山者の多い大倉尾根に比べ
て静かである。途中、県民の森，登山訓練所をへて二股より沢を横切って植林の中を後沢乗越にいたる。ここからカヤト

の中の登りとなる。ゆるやかなピークを二つ越すと山頂。山頂には鍋割山荘があり、宿泊も可。塔の岳にいたる鍋割山稜
はぶな林の中の気持ちの良い尾根道。
今回は、寄からの非一般コースを行ってみる
（’９２・１０・１１） 曇り。
7:13 竹山
7:24 鴨居
7:46 町田発
8:30 新松田着
9:00 バス発車
9:21 寄着
家族連れ、ファミリーハイキングが数組み。寄のキャンプ場には大勢いたが、みなさん車のようだ。
資料館でトイレを借りる。すぐ左側を北から流れてくるここらあたりは中津川。沢沿いに多数の
バンガロウー、キャンプ場あり。
9:30 出発
バスにいたみなさんは、ここらあたりのハイキング。北に向かったのは俺だけ。なお、標高波２７０ｍ。
10:03 寄大橋
途中に、２階建の大きな崩れそうなログハウスが３０００万円で売りに出ていた。どこのキャンプ
場にも大勢の人。ここで、舗装道路は橋を渡る。直進は、
「みんなの森」というキャンプ場になる。
10:20
この中をつききると、昔貯木場、今キャンプ場に出る。ここの右側に登山口。
10:35 広い河原 堰堤を越えると広い河原の右岸に出る。ここで、ほぼ直進の形で沢を渡らないといけないが、
コースが不明。左岸の林に標識が隠れている。このため、１５分ほどウロウロしてしまった。
同じく迷ったらしい人の踏み跡が右岸を登っている。これについていくと、とんでもないガレ場。
諦めて引き返そうかというところで、取り付きを見つけた。
11:40 寄コシバ沢
地図では、雨山峠への道から鍋割峠への分岐がわかりにくいという。右に注意しながら歩くが見つ
からない。雨山峠まで行ってもいいかとわりきって、歩いていると寄沢とコシバ沢の接続部に
出た。ここに手書きの標識ガぶらさがっている。
これまでも、沢を右左にわたるが、ここからは、沢の中を歩く。ガレ石の上を歩くことになるが、
雨で水が多いと通行無理だろう。
一直線に延びる沢の両岸に広葉樹林帯、紅葉はきっと素晴らしいだろう。本当に山深いという印象
で、人気も無し。下山してくる夫婦連れにあったくらい。無人のテントが沢分岐の手前にあったが。
12:25 鍋割峠
源頭まで行く前に左の斜面をよじ登る。テープは多数つけられている。確かにここで登らないと、
もう足場が無くなる。それにしても、きつい斜面である。ここで山頂から雨山峠に行く小父さんに
会う。
12:55 山頂
峠からは尾根道だが、疲れているせいもあって、なかなかきつい。
途中の北斜面に真っ赤に燃えた紅葉。山頂には、大勢の人がいた。ガスが出て、見晴らしは駄目。
13:25 下山
14:15 後沢乗越
14:40 林道
14:55 逆コースのときの休憩をする沢
16:20 大倉
途中、工事中とかで、県民の森のほうに迂回させられる。一度沢に下りて登り返すのが一苦労。
後の林道歩きは、南無妙法蓮華経とリズムをとって歩いてみる。いや、歩きやすいものだ。
なるほど、六根清浄とか南無阿弥陀仏もかけ声に使えそう。
新松田→寄
寄→新松田
７： １０、５０
６： ５０
８： なし
７： １５、４０
９： ００、３５
８： ２０（日、祝なし）３０（日、祝のみ）
１０： ４０
９： ００（日、祝のみ）３０
１１： ５０
１０： ０５、４０（日、祝無し）
１２： ２５（土のみ）
１２： ２１、５５（土のみ）
１３： ００
１３： ３１
１４： ３０
１５： ３０
１６： ２０
１７： ０５
１８： ０８、３０
１９： １５
６時過ぎ起床。７時１３分のバスで寄－鍋割山へ。
久しぶりに新コースで緊張。
先日、Ｆ君と遭遇した鍋割山の話を書き込みましたが、西丹沢の方からも登っ
てみたくなり、新松田からバスで寄（やどりぎ）に出ました。
西丹沢方面の交通は、便が悪いですが、新松田－寄もその例にもれず、バスの
便は１時間に１本くらいです。寄は、結構大きな村で、自然休養村がありますし、

中津川に沿って民宿、バンガロー、キャンプ場もたくさんあって、大勢の人が訪
れますが、皆さん自家用車のようです。多分、別荘用だと思いますが、建て売り
分譲もやっています。そういえば、多少崩れかけた２階建の大きなログハウスが
３０００万で売りにでてました。どうです、どなたか入手しませんか。
さて、中津川に沿ってキャンプ場を眺めながら舗装林道を３０分ほど北上する
と、赤い寄大橋に出ます。中津川は、ここから寄沢と名前が変わり、
「みんなの
森」という大きキャンプ場があります。キャンプ場をつっきると、やっと雨山峠
への登山口になります。
標識はすべて雨山峠になっていますが、上の方で鍋割峠に分岐する登山道があ
る筈です。雨山峠－鍋割峠－鍋割山というコースの方が多少とも一般的なようで
すが、今回は鍋割峠に直登してみようという計画です。
久しぶりに案内書の無い初めてのコースなもので、緊張シマクラチヨコです。
この緊張感、不安感は病みつきになります（マゾか(^_^;)）。
登山道といっても沢を右に行ったり、左に行ったりという部分が多く、特に広
い河原に出ると道がわかりにくくなります。よく通られる所ですと石にペンキの
マークなんかがありますが、ここは標識無かったですねえ。
一度、全く道を失ってしまい、同じ様に迷ったらしい踏み跡をたどり、とんで
もないガレ斜面に踏み込むところでした。結局、河原を２０分ほどウロウロし、
しゃあない引き返そうかと思い始めたところで、沢を渡ったところに取り付き口
が見つかりました(^_^)。
更に沢を左右に巻ながら進みますが、鍋割峠への分岐が出てきません。地図に
は、
（迷）の印がありますし、これまたしょうがない、駄目なら雨山峠まで行こ
うと、目を皿にして分岐を探しながら１時間ほど登り続けたところで、寄コシバ
沢に出ました。ここが、分岐です。
［鍋割峠］と書かれた手書きの小さな標識が
寂しく木から下がっています。
なんでも昭和４０年代の梅雨で大雨があり、荒れてしまったらしいです。鍋割
峠までは、沢のゴロゴロした石の上、水の中を歩きますので、雨が降った後は通
行困難でしょうね。源頭まで行く途中で、左に斜面を登っていきますが、これが
またきつい。分岐から４５分で峠に着きますが、ほんとやっとの思いです。
でも、このコースは紅葉見物の穴場じゃないでしょうか。ほとんど一直線に延
びる沢とその両側の広葉樹林帯は、なかなかのものです。まあ、そんなに人が来
るとも思えませんので、静かに紅葉を鑑賞できそうです。
峠から鍋割山までは、普通の尾根道を（ちょっと急勾配ですが）３０分ほどで
す。この尾根道の北斜面では、気の早い楓が、もう真っ赤に燃えていました。
頂上までくれば、歩き馴れたコースです。やっと、数時間にわたった緊張感から
も開放されます。

表題:上高地
.上高地
*[01* 日
付<]'92/10/18,19＠日付
*[02* 山
系<]北アルプス＠山系
*[03* コ ー ス<]上高地
*[04 地図・案内<]
［コース］横浜東口＝上高地バスターミナル

（’９２・１０・１８、１９） 晴、雨
19:40 竹山
19:57 鴨居
21:00 出発

20:15 東神奈川
22:45 新宿都庁出発

24:00,3:00 休憩

06:00 上高地着
いやあ、中型バスだが、疲れる。やはり徳島への高速バスというのは、あれで結構高級なんだ
06:40 出発
くやしいかな、本格的な雨で、弁当と身支度に時間がかかった。
雨具を上下着けて、更に傘をさして、村山さんのご推奨通りに、梓川の左岸を徳沢に向かって
歩き始める。すぐに、河童橋。修学旅行の生徒が大勢。愛媛かららしい。
07:52 明神池
途中のコースは、まるで公園みたい。白樺他の林、左には梓の清流。紅葉も最盛のようだが、
遥かひろがる筈の山並は、目を皿にしても雲の中らしく、見あたらない。
明神橋という河童橋の兄弟を渡り、しばらく行くと明神池。穂高神社の池らしくて、入場に
２００円必要。確かに雰囲気の良い池で、壱の池、弐の池とある。穂高神社は、９２７年制定。
本宮は安曇野の中心の穂高町に。こちらは、奥宮。
07:54 明神館
徳沢への分岐に戻る
08:50 徳沢園
徳沢に入る前の道に沿った梓の河原は、丹沢湖東端の玄倉を遡ったユーシンロッジの更に上流に
ある熊木沢、箒杉沢なんかと似ているんですね。１０ｃｍくらいの石が敷き詰められた広い川幅。
徳沢に入ると林と草原に小川のような梓の支流と、素晴らしい雰囲気だ。徳沢園は残念ながら
宿泊しかない。隣の村営ロッジに行ったが、こちらは１１時オープンとの事。
09:20 出発
10:10 明神館
ここで、面白い白樺鉛筆を購入
明神橋を渡り、右岸を下る事にする。
11:25 河童橋
右岸の散策道は、木製の立派な桟道が施設されている。確かに遠くの山並の眺望はなさそうだが、
林とせせらぎの気持ちの良い散歩道。こちらがメインのようだ。せせらぎにおりてみる。
河童橋の手前で広い河原になっていて、正面に前穂高。丁度、雲が切れ始め、登り口の岳沢と
雪渓が雄大に広がる。ただし、山頂の方は雲の中。食事。
12:00-12:10
身支度
12:30 バス出発 大正池から焼岳とその先の渓谷と見事な紅葉を、やっと晴れてきた日光の中楽しむ。
バスの窓からも焼岳は溶岩でごつごつした面白そうな山。次回は、ぜひ。
この周辺の渓谷は硫黄で白く濁り、露天風呂もある。

山遊びをはじめて６年やっと、あこがれの上高地に行ってまいりました(^_^)。
横浜東口を２１時、新宿を２２時４５分発で、上高地に翌朝の６時に到着する
という強行軍です。中型バスでの狭い座席で、とても寝られるような代物であり
ません。旅行社の方も、寝る事は想定して無いらしく、０時に３時とトイレ休憩
があって、煌々と灯をつけてくれます。まあ、便利だけが取り柄のひと昔前のス
キーバスといったところで、年齢を考えない暴挙です。
さて、肝心の上高地ですが、雨具を上下着けて、更に傘をさすような本格的な
雨です。梓川の左岸を徳沢に向かって歩きましたが、遥かひろがる筈の山並は、
目を皿にしても雲の中らしく、見あたりません(:_;)。
それでも、梓川の清流に沿って紅葉した雑木林の中の散策を楽しめました。梓
川の本流は、丹沢湖東端の玄倉を遡ったユーシンロッジの更に上流にある熊木沢、
箒杉沢なんかと似ているんですね。１０ｃｍくらいの石が敷き詰められた広い川
幅になっていて、気軽に河原に下りられる。かえって、もう少し下流の方が深い
渓谷になっています。これは、どういった仕組みなんでしょう。
それにしても、梓川にはいくつもの支流が流れ込んでいて、各支流は、林とか
草原の中を流れる小川といった感じです。いいもんですね。
徳沢園からの帰りは、明神橋を渡って、右岸の方を河童橋まで歩きましたが、
こちらの方が、観光用のメインルートのようですね。しっかりとした木製の桟道
が随所に付けられていて、歩き易いです。林に支流の雰囲気もこちらの方が更に
ＧＯＯＤですね。
河童橋に戻ったところで、前穂高にかかっていた雲が少し切れて、前穂高への
登山ルートの岳沢と雪渓が目の前にひろがってくれました。残念ながら山頂は見
えません。
天候も回復しそうで、日も射し始めましたが、残念ながらバスの出発、１２時
半になってしまいました。バスの窓から焼岳を見ましたが、これは溶岩でごつご
つした面白そうな山ですね。次回は、ここに登ってみたいです。
ここらあたりから、しばらくは梓川も渓谷になり、周辺の山々も全山紅葉で見

事でした。

表題:三ツ峠
.三ツ峠
*[01* 日
付<]'92/11/01＠日付
*[02* 山
系<]富士山＠山系
*[03* コ ー ス<]三ツ峠
*[04 地図・案内<]２万五千地図 河口湖東部 るるぶハキングガイド

アルペンガイド東京周辺ワンデイハイク

［コース］ＪＲ大月＝富士急行三ツ峠－達磨石－八十八大師－富士見山荘－開雲山－富士見山荘－木無山
－天上富士見台駅－河口湖駅＝大月
交通の便も良く登山道も整備され、目の前にせまる富士山から遠く八ガ岳、南アルプスまで広がる眺望に加えて、ロ
ッククライミングの練習に使われる屏風岩に代表される高山的な岩峰と人気の高いコースである。
いくつかのコースがあるが、三ツ峠駅からの表登山道は約１時間の簡易舗装された林道を歩いて、やっと山道に入れ
る。２時間半のかなり急勾配の山道をとうってやっと山頂にいたる。途中、ロッククライミングの練習をしている屏風岩
がる。その手前に左に富士山、正面に双子のそそりたつ峰（御巣鷹山、開雲山）の豪快な眺めあり。山頂まぎわの鞍部に
ある山小屋をとうりすぎて約１０分で１７８６ｍの開雲山山頂。ＮＨＫの中継所が無粋であるが、北八ツ、南アから富士
山、箱根と３６０度のパノラマが得られる。山小屋に戻り、なだらかな尾根をたどると草原状の木無山。お花畑の標識が
あり、夏にはいいらしい。ここからロープウエまではなだらかな、えらく長い尾根歩きとなる。
（’９２／１１／１ 日） 快晴。連れ合いと紅葉狩り
5:30 起床
6:13 竹山発
6:24 鴨居発
三ツ峠までの切符を窓口で購入。時間余裕ないので注意 １９５０円
7:03 八王子発甲府行き
これまた、時間余裕が２・３分と少ないので注意。
8:08 大月発
後三両が、河口湖行き。前は甲府行き。
8:38 三ツ峠着
いつもより多い。２０名はいたかな。
8:50 出発
トイレ不足だよ
9:58 だるま石
休憩 この下の沢まで、シベリアンハスキーと長靴の小母さんが散歩。こういった環境の犬は幸
せだろうな
10:17 ベンチ
中年夫婦２組と思われるグループと前後する。やたら飛ばして登り、すぐ休憩のパターン。
ゆっくりと登っている我々とちっともかわらない。追い越し、追い付きでうっとうしい。どうも、
一人のおばはんがやたら早足のようである。あわせればいいのに。こいつが、また大声でうるさい
し。
11:36 八十八大師 手直しされて、大師の石像がみやすくなっていた。
12:25 富士見山荘 連れ合いトイレ
12:47 山頂
リュックをおいて山頂へ。ここで合唱の練習をしていた。朝日登山も会う
13:?? 四季の家
食事。
13:30 下山
14:35 鉄塔下
富士山の見晴らし台。大きく迫る。ハイペースで下る
15:30 ロープウェ 混雑しているので、即、ロープウェの乗る ３４０円
16:08 河口湖駅着 ロープウェ駅から３７分。 16:14 富士急発
18:55 鴨居着
19:10 帰宅
落雷事故のニュースで気勢をそがれてしまいましたが、１年振りに三ッ峠山へ
家内と紅葉見物に行ってまいりました。
流石に早朝の横浜線は空いていましたが、日曜日のそれも快晴という事で、乗
客のほとんどは中高年ハイカーでした。これが、八王子の中央線ともなると凄い
ですねぇ。大月、甲府方面行きの中央線ホームは、中高年ハイカーで溢れかえっ
ていました。
それはそうと、日曜日の八王子発７：０３の甲府行き普通列車は、大月で河口
湖行きと甲府行きに別れます。これって、三ツ峠登山もそうですが、河口湖方面
に遊びに行くのに便利ですよ(^_^)。
家内に「えーっ、同じとこに４回もきているの」と馬鹿にされながら、富士急
行線の三ツ峠駅から歩き始めます。余談ですが、だからガイドをしてもらえてい

るという事実に気付かないアホなんであります・・・うちの家内は_(..)_ﾍﾟｺﾘ。
例によって、約１時間の一般道～林道を歩くと、やっと登山道になります。こ
こから一本調子に約２時間半登りますと、山頂直前の小屋に到着です。途中、だ
るま石とか、ずっと上の方では、八十八大師があります。
八十八大師の先にある崖で、正面に紅葉に彩られた三つのピークからなる三ツ
峠山頂部のパノラマが広がります。これは見事です。ただし、今年は遅すぎたら
しくて、標高１６００－１８００ｍ部分の紅葉は散っていました。残念。
ここで、目を反対側に転じますと、富士山が大きく迫ってきます。さて、ここ
を過ぎますと、有名なロッククライミングの練習用に使われている岩場の真下を
通って、山頂直前の小屋に至ります。
晴天に恵まれ雲ひとつない青空でしたが、暖かすぎて、遠景は霞んでしまい、
山頂からの展望は、もうひとつであったのが残念です。それに山頂にある真っ赤
に燃える紅葉も完全に散っていましたしね。今年は、早いようですね。
それにしても、いろんな団体さんがいて、山頂付近はすごい人出でした。そう
いえば、合唱団がいまして、結構冷たい風が吹く中で一生懸命に練習していまし
た。我々が滞在していたのは約１時間ですが、その後も続けていたと思います。
山頂からの下山コースはいくつかありますが、一番長いのが、河口湖畔から出
ている天山ロープウェへの尾根歩きでしょうね。あまり上下の無い道を延々２時
間以上にわたって歩きます。
ロープウェ駅の標高が１３００ｍくらいだと思います。５００ｍを２時間かけ
て下るわけです。今は、このくらいの標高の所の紅葉が見頃のようです。
さて、ロープウェを降りると、もう河口湖です。渋滞した車を尻目に２０分く
らい歩くと富士急行の河口湖駅に到着します。
ＦＲＯＭ Ｙ．Ｙ．
（ＯＳＫ、50011）

表題:金時山～明神ガ岳
.金時山～明神ガ岳
*[01* 日
付<]'92/11/14＠日付
*[02* 山
系<]箱根＠山系
*[03* コ ー ス<]金時山～明神ガ岳
*[04 地図・案内<]
［コース］小田急小田原*(湖尻行)*仙石－矢倉沢峠分岐－火うち石岳分岐－明神ガ岳－見晴らし小屋－道了尊
＝関本＝新松田
箱根の外輪山で最も眺望の良い明神ガ岳と大文字焼きで知られている明星ガ岳、反対方向に金時山とを縦走するコース。
えんえんと続く尾根道をとうして眺める箱根連山、富士山は絶品。澄み渡った日は三浦半島、大島まで遠望できる。
明神から西に縦走すると金時山方面、南東に縦走すると明星方面となる。
（９２／１１／１４）連れ合いと「とよ歩会」紅葉狩。
6:45
6:57
7:21
8:21
8:35
9:50
10:05
10:28
11:20
11:40

竹山発
鴨居発
町田発
小田原着
小田原バス停４番
仙石着
登山開始
矢倉沢峠
休憩
火打石岳分岐

暖かい。もやっていて、丹沢も富士山もみえない
公立の土曜休日で人出多い。直前の臨時ロマンスカーに乗ればよかった
8:34 まで駅前にて待つ。小野さんで終わりと判断して、バスに飛び乗る
バス車窓から、真っ赤にもえる紅葉がきれい。湯本を過ぎると渋滞解消
佐藤以久美さんの足が早すぎて、小野さんが調子悪そう。峠から先頭を行く事にする。
８７４ｍ。
気持ちの良い林の中で休憩を取る
ゆっくりめのペースメーカーをしたが、予定より早く着いた。１回目に比べてあっけなく
着いた印象。

12:25 アンテナ？
12:35 明神山頂
13:30 下山
14:00-14:30?

15:35 最乗寺

16:20 バス発

17:25 小田急
１９時帰宅

だいぶ人がいた。それにしても暖かい。もやってしまい、早雲山もかすみ、富士山は影
もない。
急坂のところで、？？？団体ですか、と声をかけられる。どうも、その団体の仲間が下
で具合が悪くなっているらしい。
神明水の手前の斜面で、１０人くらいの人がいて、横になった人の介抱をしている。
近寄ってみると、相当に悪いらしく心臓マッサージをしていた。聞いたら、仲間が連絡に
道了尊に下りたところらしい。無線機を取り出したが、うまくいかない。どうも保守しな
かったため、送信機能がうまくいかない。あれやこれやとやっているうちに、どんどん
死相が出てきた。瞳孔も開いたらしい。仕方ないので、下山することにする。
早速、警察に電話してみようと、電話機に行く途中で、仲間の人らしい３人の会話が耳
に入り尋ねたところ、連絡手配も終了したらしい。
昨年の２３日は、一部落葉していたが、見事な紅葉であった。今年は、少し早すぎた。
まだ、緑が残っている。来週以降が見頃か。
最乗寺線に乗ろうという事で、小田原へ。バスで途中すれ違った小母さん３人組みと
一緒になる。やはり無理という事で、林道の辺りからＵターンしたらしい。そこに、救急
車がいて、担架とそりを持って登っていったらしい。お医者もいたとの事。
我々だけ。他の皆さんは東海道へ。

今回は、箱根は仙石から明神ヶ岳、そして最乗寺道了尊と長～いコースを
「とよ歩会」という会のメンバーに会社のＯさんも加わって、深まる
秋の鑑賞、紅葉狩りをテーマに歩きました。
さて、小田原８：３５発、仙石行きのバスの車窓から眺める箱根の渓谷周
辺には、見事な紅葉がひろがり、いやがうえにも期待をかきたてられます。
仙石で身仕度し、１０時に金時山登山口を出発です。２０～３０分で矢倉
沢峠という金時山と明神ヶ岳縦走路の分岐に出ます。この峠からは、乙女峠
のむこうにくっきりと浮かび上がる富士山山頂、金時山につながる気持ちの
良い草尾根が眺められます。
明神ヶ岳への縦走コースは、アップダウンのある結構長いコースですが、
草尾根あり、紅葉した雑木林に囲まれた静かな山奥のたたずまい、あるいは
開けた眺望ありのコースです。２時間少々で明神ヶ岳山頂に到着します。
標高１１７０ｍんの明神ヶ岳は、有名なハイキングコースですし、隣の明
星ヶ岳で例の十文字焼きが行われますので、知らない方はおられないと思い
ますが、広い山頂には視界を遮る樹木が無く、通常ですと富士山から早雲山、
神山の絶好の展望地です。当日は、暖かい春といったかんじで、もやってし
まい、箱根の町をはさむ大湧谷方面がかすかに見える程度で、残念ながら富
士山は影も形も無くなってしまいました。上空は素晴らしい青空なんですけ
どねえ。

さて、ここからは、もう道了尊にむけて下山するだけですが、３０分ほど
おりたところで、とんでもないハプニングがありました。
登山道の端に１０人以上の人が集まり、なにやら横になった人を介抱して
います。近づいてみると、５０代くらいの男性の心臓マッサージをしていま
す。救急隊を呼びに、仲間の人が道了尊に下山したばかりだという事です。
いつもお守りがわりに携帯していますアマ無線機を取り出しました。とこ
ろが、このところ保守をしていなかったものですから、受信は出来ても送信
ができません。あせって、いろいろいじっているうちに、病人の具合はどん
どん悪くなり、外観からももう駄目だという事がはっきりしてしまいました。
申し訳ないが、無線機は使用できない事がはっきりしましたので、我々は
大急ぎで下山することにしました。
というわけで、予定より３０分早く、１時間半で道了尊に到着しました。
ここで、先に連絡のために下山された方と会い、もう手配も終了し、お手伝
いする事もなさそうなので、別れました。

それにしても、やっと救急車が来てくれて、救急隊とお医者が山を登り始
めたのが、具合が悪くなってから２・３時間たってますし、更に登るのに時
間がかかりますから、緊急には間に合わないですね。体調を含む準備に可能
な限りの手をうったうえで、更にある程度の覚悟はしておく必要があると、
改めて気を引き締めた次第です。
明神ヶ岳は、ハイキングコースとして有名なものですから、かなり気軽に
入山する傾向はあります。今回も、１５時を過ぎて、下山途中の我々とすれ
違ったグループがいくつかあります。そういった方達は、どういうわけか非
常に軽装で、かつ小さな子供連れというのが多いです。まともに行くと、途
中で懐中電灯くらいは必要になると思いますが、準備しているのかなと心配
になります。丹沢でも、そういった親子連れに会って、懐中電灯を貸したこ
ともあります。

さて気を取り直して、道了尊のお参りし、境内の紅葉を鑑賞させてもらい
ました。まだ、紅葉しきっておらず、２１日以降がおすすめですね。ここの
紅葉は見事です。小田原から大雄山線、もしくは新松田から関本行きのバス
で手軽に行けますので、是非どうぞ。

表題:杓子山～鹿留山
.杓子山～鹿留山
*[01* 日
付<]'92/11/22＠日付
*[02* 山
系<]富士＠山系
*[03* コ ー ス<]杓子山～鹿留山
*[04 地図・案内<] 富士吉田、御正体山
［コース］富士急行・下吉田－鳥居地峠分岐－不動の湯－太権道峠－杓子山－鹿留山分岐－鹿留山－鹿留山分岐－
立ノ塚峠－内野＝富士急行・富士吉田
山中湖の北側に広がる、標高１５９７ｍの杓子山、１６３２ｍの鹿留山、１６８１ｍの御正体山、１４１３ｍの石割山
は有名。特に、御正体山は日本２００名山に選ばれている。また、石割山は富士山の景勝で特に有名。今回は、多少知名
度には劣るが、富士山の勇姿を間近に望める杓子山と古木の茂る鹿留山を結ぶミニ縦走コース。

（９２／１１／２２）晴れ
6:13 竹山発
6:24 鴨居発
7:03 八王子発
8:48 下吉田着

9:00 出発

9:25
9:53
10:10
11:15

警察
鉱泉閣
不動の湯
高座山との鞍部

11:50 山頂

5:30 起床。日の出前。6:00 頃が日の出か。それ程寒くない。もっと冷えたほうが眺望に
は良いんだが。
暖かいせいか、丹沢から富士山もやっていて、くっきりとは見えない
富士急行線に乗り入れる後部３両の方に乗る。ハイカーで溢れていて、大月まで座れ
なかった。本当、中高年のハイカーが増えた。バブル崩壊のせいか。
三ツ峠－ことぶき間、左の車窓に見事な富士山。もっとも、下吉田駅を出ると、これでも
かと行った感じに富士山のパノラマが広がる。駅のトイレは、鍵がかからない、小母さん
に無理矢理開けられそうになった。タクシーで不動の湯という手もあるそうだが、殆どい
ない。事前予約する必要ありそう。
三ツ峠では、大勢のハイカーが下車したが、ここではタクシーに乗った４人組みと若い人
３人の集団のみ。
駅前の広い道を直進。２本あるが、合流するのでどちらをいってもＯＫ。小室浅間神社
をすぎて商店街の信号を左に。
派出所のある変則十字路。小川沿いの道になる。あとは直進。
瀟洒なペンション。ここが鳥居地峠への分岐。
こちらは、湯治場という雰囲気。結構勾配の急な林道
駐車場もあり、その横から杓子山への登山道が分岐している。林道からこの登山道も含め
て、これでもかというくらいに富士山のパノラマが広がる。
直前の道は、急勾配の上にずるずるになっていて、歩きにくい。道も狭く、譲ってくれた
人を落とすところであった。
十数人が食事をしているところに、２匹の犬がどこからか出現。１匹は飼犬らしく、
首輪をしているし、お座りに応える。もう１匹は野良のようだが、親友らしく仲がよい。
腹を減らしているらしく、ザックを開けるとそばによってきて、尻尾を振りながらじっと

12:25 下山
12:55 鹿留山分岐
13:07 分岐戻り

13:45 急勾配終了
14:10-25 立ノ塚峠
14:40
14:44
14:55
15:20

Ｙ字分岐
分岐合流
左に登る分岐
バス停

15:40 富士吉田
15:55 電車発
17:38 横浜線快速

こちらを見る。賢そうな顔をしていて、実際声も出さないし、決して出過ぎたまねはし
ない。片方が餌をもらっても取りあいをしないところなんか、どこで学習したのか。
北斜面には雪が残り、枝にも霧氷のように付着。全天曇ってしまったため、寒い。
ザックを置いて、サブザックにコーヒー入れて鹿留山へ。
鹿留山は緩やかな丸みを帯びた山頂で、中心に大きな山毛欅。周りも山毛欅林で、
葉のある時期は眺望悪そう。
ここから内野への下りは、急勾配のがれ。両手を使って降りる。すぐの所に２ヶ所、
他に１ヶ所道を迷いやすいところあり。あまり本コースと区別のつかない状態で、直進方
向になるため、かえって本コースのような感じの源頭に下る道？あり。
小母さん集団が間違っておりたといって青くなっていた。
しばらくは、雑木林を過ぎて、気持ちの良いススキの原。
二十四峠と内野方面の下り分岐。お地蔵さんが祭られている。ススキの気持ちの良い
ところなので休憩。
峠から下ってきた広い林道がＹ字に分岐する。右を選ぶ。
右の方から子の神沢からの道をあわす。
左の方にゆるく登る道が分岐しているが無視。
ほぼ直進でわかる。ここで、先に到着していた小父さん３人の拾ったタクシーへの便乗
を誘われる。
タクシー ７３５ｘ４円
新宿直行の快速
予定より随分速くなった。

このところ、仲間とあるいは夫婦で、馴れたコースのハイキングをしてきまし
たが、ほぼ１ヶ月ぶりに新しいコースの山歩きにひとりで行ってきました。一般
向きのコースといわれているところですが、２万５千図に道が出ていないとか、
案内書に「道を迷いやすい」とか出ていますと、やはり快い緊張感があります。
地図とか案内書の事前調査で、おおづかみなコース概念は得られますが、自分
でもクリヤできるようなコースの状態にあるのかとか、あるいは分岐のわかりや
すさとかいった個々のポイントは行ってみないとわかりません。前日はそれなり
に緊張するものですし、当日のその場での相談相手のいない決断も心地好い刺激
となります。
山歩きによらず、なにかをしようというという時は、大なり小なりそういった
緊張感を伴うものだと思いますが、それに加えて、佐古清隆さんが「ひとりぼっ
ちの山歩き」にも書かれているように、単独行の利点は［気まま］にあると思い
ます。突然思い立って前日に準備を始めたり、翌朝になってやめとこかとか、全
く自由です。歩き始めても、山道の片隅にポツンと咲いている花に見とれたり、
座り込んでボーッと風景を眺めたり、その時の気分のおもくままに行動できます。
また、一人で自然に入り込みますと、
「シーンッ」という物理的な実感を伴っ
た音に、時折野鳥のさえずり、どこかで枝か草のたてる音がまじる静寂に包まれ
ます。この中で、どんどん心が拡散していき自然の中に溶けこんでいくような感
じ、あるいは逆に心のどこかにある核にむかって収斂していくような感じが味わ
えます。
さて抽象的な話はおいて、山中湖の北側に広がる、標高１５９７ｍの杓子山・
１６３２ｍの鹿留山・１６８１ｍの御正体山・１４１３ｍの石割山は御存知の事
と思います。特に、御正体山は日本２００名山に選ばれていますし、石割山は富
士山の景勝でとつに有名です。今回は、多少知名度に劣る杓子山～鹿留山の縦走
をしてきました。鹿留山は４～５年前に近郷の主婦が熊に襲われたという報道が
なされたところですね。
八王子７：０３発の甲府／河口湖行き鈍行の後部３両に乗車すれば、大月から
乗り換え無しに富士急行線に乗り入れます。連休のせいか、ハイカーで満席で、
大月まで行って、やっと２・３人が座れるといった状態でした。いやぁ、どうも
バブル崩壊から、ハイカーの人数が増えたような気がするのは思い込みかしら。
富士急行線の下吉田駅で下車しますと、もう目の前に富士山のパノラマがどー
んと広がります。９：００から約２時間かけて、この大パノラマを道連れの林道
歩きとなります。しかし、それにしても今回のコースは、下山して電車の乗るま
で富士山、富士山のオンパレードです。もう、１年分を堪能したという印象です。
途中、瀟洒なペンション、いかにも湯治場という雰囲気の「不動の湯」という

温泉宿があります。この湯治場は自炊だそうです(^_^)。
２時間の林道歩きで、やっと太権道峠に到着し、ここからが山道となります。
４０分くらいのコースですが、結構な急勾配のうえ、金曜日の雨（どうも雪になっ
たようです）で、非常に滑りやすくなっています。残念なことに、ここらあたり
から曇り始め、杓子山の山頂についたときは富士山も殆ど隠れてしまい、歌い文
句の３６０度の眺望は得られません(:_;)。
ここで、十数人のハイカーが弁当を広げていましたが、どこから来たのか、２
匹の犬が現れました。１匹は首輪がついていますし、「お座り」と言ったら、お
となしくじっとお座りをしますので、飼犬なんでしょうね。もう１匹は野良のよ
うですが、２匹は親友のようです。どちらも大変賢そうな顔をしています。実際、
餌のねだり方もあつかましくなく、おとなしく尻尾を振りながら、こちらの様子
を無邪気そうな顔で覗きこみます。全く声を出しません。一方が餌をもらっても、
おとなしく待っているところなんか、いじらしいです。躾られたとも思えません
し、きっと学習したんでしょうね。
山頂近くでは、雪が木に霧氷のように貼りつき、斜面にも残っています。あま
りに寒いので、そそくさと次の目的地である鹿留山にむかって縦走開始です。
カヤトに覆われた細い尾根道で、左右両側の斜面はるかに町が見下ろせます。
この雰囲気は、半分くらいの標高ですが、丹沢の仏果山から経ヶ岳への縦走路と
よく似ています。
３０分ほどで内野への下山道と鹿留山の分岐にでます。鹿留山往復は、ここか
ら十数分です。山頂には大きな山毛欅が中心にどっしりと座っています。いまは
落葉していますが、葉がある時期は眺望がふさがれそうです。緩やかな丸みを帯
びた山頂で、寒くなければ、寝転がってぼーっとしていたいような落ち着いた雰
囲気です。
分岐に戻り、内野（忍野八景のところです）にむけて下山ですが、約４０分は
両手で木、岩に掴まりながらという急斜面です。これは、気をつけながら下れば、
まあ大丈夫ですが、道を間違えそうなところが３ヶ所あります。初めて行かれる
場合は、要注意です。何気なく下っていると、沢の源頭の方に自然に吸い込まれ
るような箇所があります。本来の道が急斜面なもので区別がつきにくいうえに、
源頭方向が直進になります。上からよく見るとわかりますが、そちらを暫く下る
と身動きできなくなりそうです。遭遇した小母さんの集団が、間違って少し下っ
たそうです。青くなってました。
４０分の急斜面を過ぎるとススキに囲まれた気持ちの良い尾根道となり、ほど
なく石割山方面と内野下山の分岐に出ます。右に分岐する広い林道を４０分ほど
で内野の町並みに出ます。ここで、バスの乗って富士吉田駅に出るもよし、２Ｋｍ
ほど歩いて忍野八景を観光するもよしといったところです。
私は、たまたまバス停でタクシーをひろった３人組みに誘われてしまい、忍野
八景は次のチャンスにまわしました。

表題:大山
.大山
*[01*
*[02*
*[03*
*[04

日
付<]'92/11/29＠日付
山
系<]丹沢＠山系
コ ー ス<]大山
地図・案内<]
約 1200 年前、良弁大僧正によって開山。別名 阿夫利山または雨降山。標高 1252ｍ，表登山道のケーブルを利用
すれば、標高差 約 500ｍの登り。高尾の様に公園化していないが、指導標もしっかりしており、道もまあまあ整備されて
いる。表登山道、ヤビツ峠、日向薬師、広沢寺とコースがある。交通の便が良い表コースは、信仰登山のお年寄りから家
族ハイクの幼児づれまで、天候，季節によらず結構の人出。
［コース］
町田＝伊勢原＝ケーブル駅＝下社－山頂－見晴らし台－二重の滝－下社＝ケーブル駅＝伊勢原＝町田

（’９２／１１／２９）曇り → 晴
10:14 竹山
晴れてきたので、おおわわてで飛び出す
10:28 鴨居
10:54 町田
11:25 伊勢原ﾊﾞｽ
12:00 ケーブル
12:10 下社
お詣りしてから出発
13:15 山頂
裏手には、山馴れた雰囲気の感じの良い小母さん単独行とやなアベックがいるだけ。昨日からの
雨のせいで空気が澄み、眺望良好。
富士山の右横に南アルプス、多分赤石岳。雪を被っている。左に双子のように尖ったピークの山。
愛鷹山系か？。秩父の山並みも広がる、まだ雪を被っていない。もちろん丹沢には全く雪はなし。
13:50 下山
14:45 見晴らし台 落雷事故のあった小屋には花が供えられ、線香も用意されていた。合掌。
15:15 下社
お参り、甘酒
15:40 ｹｰﾌﾞﾙ
15:55 バス停
18:00 前 帰宅

昨日の冷たい雨が今朝まで残ってしまい、まあ読書三昧かと諦めてました。
いや、実は”知る人ぞ知る”のクライブ・カッスラーの新版が出ました。雨音
を聞きながら、ダーク・ピットの活躍を楽しむのも、それなりの楽しみです。
ところが、なんと９時を過ぎると空が明るくなってきました。１０時には晴
れ間も。こうなるとじっとしてられません。こんな時間に出ても大丈夫な山と
なると、丹沢では大山か中央線では石老山ですね。いつも一式揃えてあるザッ
クをひっかついで大山にむかいました。上下ともケーブル利用の散歩コースで
す。
伊勢原からバスで大山ケーブル駅へ。ケーブルで下社まで行き、約１時間の登
りで山頂です。昨日からの雨が雪になっているかと期待しましたが、流石に丹沢
は暖かいですね。大山はもちろん、塔の岳から蛭ガ岳にかけても雪の残っている
様子はありません。先週の鹿留山には雪が残っていましたし、樹氷になりかけて
いましたが。
山頂の本社の北側に公衆トイレが出来ているのは御存知だと思いますが、トイ
レの脇をすり抜けた裏側が富士山と丹沢の絶好の展望地であることは、あまり知
られていません。表側が混雑しているときでも、人が少なくて静かです。
雨の後のため空気が澄んでいまして、なかなかの眺望でした。富士山の横には
雪を被った南アルプスの赤石岳と思われるピークが見えます。秩父山系はまだ雪
を被っていないようです。
それにしても、昨日の冷たい雨が信じられないような小春日和のポカポカ陽気
です。昼寝をしたくなりますが、風呂敷残業をやり残すこの身、おちおちとは遊
んでおられません。１１月１日に落雷事故のあった見晴台まで行って、お参りを
しようと出発です。
見晴台は小広くなっていますが、小屋と１０ｍも離れていないところは林になっ
ていて、小屋よりも高い木がはえています。どうして、小屋に落雷したのか不思
議です。小屋には花が供えられており、線香も用意されていました。合掌。
ここからは、日向薬師に下りるほうが快適ですが、時間もないので二重の滝経
由で、また下社に戻り、ケーブルで帰ってきました。

表題:書作新道－烏尾山
.書作新道－烏尾山
*[01* 日
付<]'92/12/20＠日付
*[02* 山
系<]丹沢＠山系
*[03* コ ー ス<]書作新道－烏尾山
*[04 地図・案内<]

大倉から本谷山荘まで水無川沿いの林道歩き。途中に竜神の水という名水があり。林道の端には、作治小屋・戸沢
山荘・戸沢バンガロー・本谷山荘ほかのたくさんの山小屋。
本谷山荘からが山道もしくは沢登りのコース。登山道も書策新道の他に天神尾根、政次郎尾根がある。旧鉱山道と
いう廃道もあり。書策新道は、表尾根のカイサク小屋の御主人・渋谷書作さんが開いた登山道で、旧マンガン鉱道のあと。
沢あり滝ありという気持ちの良い道。沢を渡るので、厳冬期はアイゼン。大雨の後は不可。烏尾山からは、富士山
と相模湾の眺望を楽しめる。烏尾尾根も人が少なく静か。
ネットのオフにしたが、参加者は鍋太郎さんのみ。
（９２／１２／２０） 天気予報では崩れ始めるという事。曇り後晴れで、朝は稜線もくっきり。帰る頃曇ってくる。
7:00 竹山発
7:13 鴨居発
7:36 町田発
8:13 渋沢
３０分集合だと、次の急行でもＯＫ。ハイカーは思ったより少ない。渡辺さんは次の急行できた。
このところ、毎週山歩きをしているそうだ。
8:43 渋沢発
8:55 大倉着
バスも結構空いていた。
9:00 出発
10:12 作治小屋
政次郎尾根の取り付きを右に見て、水無の塔（６月にザイル祭りをやるそうだ）のある作治小屋。
小屋を通り過ぎた休憩所で身仕度。
12:30 本谷山荘上
途中、右にどなただかを記念して作った戸川バンガロー（バンガローをとおって、登ると
政次郎尾根に合流）
。そこを過ぎて、道なりに進むと本谷山荘。通り過ぎて左に登ると天神尾根で
大倉尾根の途中へ。右の堰堤に無理矢理登ると源次郎沢と本谷の二股。沢沿いに道があって、
左分岐がかいさく新道、直進の踏み跡が旧鉱山道。
10:55 本谷沢
木ノ又大日沢かな？ 結構、急斜面でこたえた。沢沿いの道で雑木から植林の林の中を歩く。
滝（Ｆ５かしら）の上で沢を横切り。沢を直登するはしごは沢登り用だろう。ここも小広く
なっていて、気持ちのよい場所だ。
11:30 沢横切る
今度の沢は、セドノ沢。やはりすぐ下に滝－－－白竜の滝
道幅は狭いが、よく踏まれている。急勾配の登りと、東へのトラバースの組み合わせ。
11:55 カイサク小屋 渋谷さんに会えた。常連の熟年組２人と単独行の小母さん１人に会う。小母さんは、来週も来る
と言っていた。
渋谷さんは、７８歳くらいかも。なまりが強くて、聞き取りにくいが、面白い人だ。
大正から戦争中までの間、マンガン鉱山があって、そのために使われていた道を改修したとの事。
平成元年にオープンし、くまざさを始末して一般に利用できるようにしたのは平成２年との事。
マンガン鉱床は地表から浅くて、かつ床厚もないため、掘りにくくてボツ。坑道は残っている
らしい。岩沙参（いわしじみ・・・紫の小さなほたるぶくろのような花）が成長し始めていて、
秘密にしているとの事 。
12:45 出発
13:00 行者岳
鎖場すぎて
13:20 烏尾山
もやってきたが、富士山も眺められる。結構、ハイカーがいる。
13:30 出発
14:20 新茅荘
内装が新しくなっていた（昨年直したらしい）
。おばあさんも元気で、土日は開いているが、
閉めるのが早いそうだ。いろんな人に、やっていたのと言われるので、もう少し延ばそうかと
言っていた。
14:45 出発
15:46 バス停

本年最後の山ボード・オフ、幸い天候もまあまあで無事終了しました。
流石に年末の忙しい時期、参加者は鍋太郎さんと私の若干２名です(:_;)。
大倉から水無川に沿った林道を登りつめ、終点の戸沢からカイサク新道に入り、
表尾根の行者岳と新大日の間にある「カイサク小屋」に出ました。ここから西に
少し縦走すると新大日経由で塔の岳に出られます。今回は、逆に東のヤビツ峠方
面にむかって烏尾山まで縦走して、烏尾尾根を下りました。
このカイサク新道は、大正から戦争中にかけてマンガンの採鉱に使われていた
道をもとに、
「カイサク小屋」の主人・渋谷書策さんが開いたものです。平成元
年にオープンし、平成２年に一般にも公開された新しい登山道です。ところで、
渋谷書策さんは７？歳になられ、丹沢の小屋の現役運営者としては最長老だそう
です。小屋を開いたのが３？年前という事ですから、私の歳くらいに山に籠った
という事ですね。

大倉のバス停の少し上を右に下り、キャンプ場とかバンガローのある滝沢園に
出て水無川を渡ると林道に出られます。ここから１時間強の林道歩きとなります。
林道終点には作治小屋、戸沢山荘、戸沢バンガロー、本谷山荘、仲小屋山荘と
たくさんの小屋があります。水無川の河原も広くなっているため、車で来て河原
でキャンプをする人も多いようです。
我々は、本谷山荘のところで右の堰堤にむりやり登ります。沢におりて水の流
れる登山道を少し登ると、左に分岐するカイサク新道が出てきます。そのまま直
進すると旧鉱山道となります。こちらの方は、あまり使用されていないらしく、
踏み跡も殆どありませんが、少し登ると小広くなった沢に出られます。数人での
バーベキューに最適ですね。おっと、話が発散、元に戻しましょう。
このカイサク新道は道幅は狭いですが、よく踏み固められていて歩きやすいで
す。人気があるようですね。
沢沿いの急斜面を約４０分で本谷沢に出ます。ここも滝のある小広い沢で、沢
登り用に架けられた簡易はしごを見ながらのバーベキューに良さそうです。鍋太
郎さんと春にバーベキュー・イベントをやろうと約束をしました(^_^)
ここからまた、急斜面です。直登と東にむかってトラバースの組み合わせにな
ります。くまざさ、雑木林、植林と変化に富んでいます。約３０分でセドノ沢に
出ます。ここには、落差はそれほどありませんが、白竜の滝と名付けられた滝が
あります。この沢を横切り、更にきつくなった斜面を約３０分の登りでカイサク
小屋に出ます。
今日は、小屋もあいていまして親父さんと会えました。常連の熟年二人組みに
混じって、あつかましく話を聞かせてもらいました。ここのマンガン鉱床は浅い
ところにあり、また床厚も薄いために掘りにくくて見捨てられたそうです。当時
の掘った穴が残っていて、岩沙参（いわしゃじん）が育っているそうです。荒ら
されるので、場所を公開していないと言っていました。
さて、烏尾山までは３０分くらいの尾根歩きとなります。暖かいせいか、もっ
やていましたが、富士山も眺められ、満足の内に烏尾尾根を下りました。
この烏尾尾根もなかなかの急斜面です。単独行の時は多少用心しながら下りま
すが、今回は落っこちる感じで走り下りてきました。いつもの半分強の時間でし
たね(^_^;)。
もとの林道の途中に出ますが、ここには新茅荘があります。２年前の晩秋でし
たか、夕方暗くなって入った事があります。声をかけると、薄暗い奥の方から丹
前を着た白髪のお婆さんがゴソゴソっと出てきまして、肝を冷やした事がありま
す。どこかで、
「山婆」うんぬんの失礼な話をした事があったっけ_(..)_ﾍﾟｺﾘ。
その後いつも閉まっているものですから、御加減が悪くなったのかと心配して
いました。今回、２年振りに開いていたものですから、懐かしく御邪魔しました。
お婆さんもお元気そうで、なんでも夕方早くに閉めているそうなんですね。山荘
の広間も昨年改装したとかできれいになっていました。
というわけで、気持ちの良い山歩きに加えて、懐かしい出会いもあって、楽し
いオフでした。
１月、２月とオフの計画を練っていますので、みなさんの参加をお待ちしてい
ます。
ＦＲＯＭ Ｙ．Ｙ．
（ＯＳＫ、50011）

表題:大山
.大山
*[01*
*[02*
*[03*
*[04

日
付<]'93/01/09＠日付
山
系<]丹沢＠山系
コ ー ス<]大山
地図・案内<]
約 1200 年前、良弁大僧正によって開山。別名 阿夫利山または雨降山。標高 1252ｍ，表登山道のケーブルを利用

すれば、標高差 約 500ｍの登り。高尾の様に公園化していないが、指導標もしっかりしており、道もまあまあ整備されて
いる。表登山道、ヤビツ峠、日向薬師、広沢寺とコースがある。交通の便が良い表コースは、信仰登山のお年寄りから家
族ハイクの幼児づれまで、天候，季節によらず結構の人出。
［コース］
町田＝伊勢原＝ケーブル駅＝下社－山頂－見晴らし台－二重の滝－下社＝ケーブル駅＝伊勢原＝町田
（’９３／０１／０９）曇り → あられ、雪。連れ合いと初詣。膝がどうなるか？
8:17 竹山
8:27 鴨居
8:55 町田
伊勢原ﾊﾞｽ 出たとこだったらしく、だいぶ待った。うるさいおばさん・子供集団
10:40 ケーブル これも出たとこ。
下社
お詣り、お札を受けてから出発
10:55 出発
12:17 山頂
いつもの３割り増しの時間を要した。連れ合いは丁度良いと言っているが、ここまで落とすと
運動している気にならない。うるさいおばさん・子供の集団には先に行ってもらったが、休憩が
多くて何度も遭遇する。途中から、わからなくなったが、どうしたんだろう。
表には、結構人がいたが、裏手は無人。表尾根から三峰に幻想的な雲がかかる風景を楽しみながら
食事。それにしても寒かった。
13:00 下山
14:15 見晴らし台 ５割増しの時間を要した。杖をついて歩いたが、とてもいつもの速度は出せない。途中で休憩も。
次々と追い越される。力を入れているせいか、ポカポカする。連れ合いはスローペースで寒かった
そうだ。
15:00 ケーブル 下の店で甘酒（店によって３００ー５００円）
。登るときに試食したこんにゃくを購入。家に帰って
食べると、そんなにうまいものでなかった。

正月早々に痛めた膝のテストをかねて、毎年初詣している大山に行ってきまし
た。天気予報では、１／９の土曜日は晴れ後曇りのはずだったのに、あられと雪
で寒～い大山でした。東京・横浜も初雪になったそうですね。
杖を突きながら、登りに約３割、下りに約５割増しの時間がかかりましたが、
なんとか膝の方は無事なようです。そういえば、この膝の耐久試験、懲りずに毎
年やってますね。具合良くなると、すっかり痛かったときの事を忘れ、調子にのっ
て山を走り下り、猿でも出来る反省をする羽目におちいるというパターンですね。
・・・・・全く、何やってんだか。
酷いときには、膝を曲げられなくなります。当然、下りの方がたいへんになり
ます。周りの木にしがみつきながら、突っ張った足をそろそろと次の斜面に降ろ
します。しがみつくものが無いと、蟹の横這を繰り返します。
それでも以前は、まだ格好をつけようという色気もあって、人が来ると「あっ、
俺、膝なんか痛くないよ。ちっとも痛くないもんね。ちょっと、あっちの風景を
鑑賞したくてね」てな顔をして（本人は、そのつもり）
、立ち止まります。こう
して、やり過ごした後、またエッチラオッチラと下り始めます。今は、もうこう
した人目を気にするかわいいところもなくなり、ひたすら「イテエ、イテエ」と
ぼやきながら、下山してます。
こうして、次々と子供から熟年のハイカーに追い越されながら、やっとたどり
ついた山頂では寒さに震え上がりましたが、表尾根から丹沢三峰にかけての谷間
にきれいな雲がかかり、幻想的な雰囲気を楽しめました。
さて、たいへんな方の下りです。本人は、もう必死で下りますから、力いれて
んでしょうね、汗まで出てきます。付き添った家内は、あまりの低ペースに寒い
寒いとこぼしていました。
おかげで歳とって足腰弱っても、山歩きできそうだ、という変な自信がつきま
した(^_^)。

まあ、そんなわけですが、ひそかに（原子力研）の方にも声をかけています「１
月２４日の陽だまりハイク」は、現状の膝でも対応可能かなという程度ですから、
まだ時間もありますし実施ＯＫだと思います。

表題:陣馬山
.陣馬山
*[01* 日
付<]'93/01/17＠日付
*[02* 山
系<]中央線＠山系
*[03* コ ー ス<]陣馬山
*[04 地図・案内<]山と高原地図 高尾・陣馬
［コース］ＪＲ八王子＝藤野－上沢井－１ノ尾根－陣馬山－明王峠－與瀬神社－相模湖駅
標高８５７ｍ，このあたりの最高峰で富士山、三ツ峠その向こうに南アルプスが見える。手前西方はおそらく秩父山
系と思われる屏風状の山並が南北にひろがり雪を頂く金峰山が頭を出している。南方には蛭が岳を中心とする丹沢山系が
東西に広がる。山頂には茶店があり、高尾からの縦走ハイキングコース。途中の明王峠付近が桜の名所との事。途中、ナ
ラコ尾根を下ると鉱泉の宿３軒。
8:22
8:36
9:23
9:32
9:45
9:50
10:25
1O:55
11:45
11:05
12:30

13:00
13:45

14:05
14:40
15:40
16:00

竹山
鴨居発
八王子発
高尾発
藤野駅
出発
上沢井尾根

準備悪くて遅め
久しぶりにホームから富士山、丹沢が見えた。
電車、高尾乗り換えとの事
始発だが、もう満席であった。
下に降りず、駅前をすぐ左にとる。ぶつかった車道を左に踏み切りを渡る

陣馬高原入り口、温泉の看板をとうりすぎる。タバコ屋の右上、車道に出て左、すぐ登山道
あり
合流
落合からの道を右からあわせる
左から和田分岐 この手前くらいから雪道。
左から和田合流
山頂
遮るものなく眺望抜群。積雪１０ｃｍくらいかな。
富士山とその周辺の山々はもちろん、大菩薩に秩父の山々に丹沢山塊がくっきりと浮かび
上がっている。どれも雪化粧。北側の斜面からは相模湾から横浜・東京の大パノラマの
むこうに筑波山まで見通せる。
３つある茶屋のひとつだけオープン。ただし、いっぱいで時間かかりそうなので諦める
下山
結局、八王子で買った小さなサンドイッチとカロリーメイトのみ
明王峠
茶屋が開いていたので、うどんを頼む。この手前に雪でぬかるんだ坂があって、家族連れが
大騒ぎしていた。親父さんが脅すものだから子供も萎縮して歩けない。そんな坂じゃないけ
ど。それにしても、あの程度の経験で家族連れというのは恐い。
下山
大平小屋
つぶれているものと思う。
與瀬神社
日本武尊を祭る。年代不詳。１６８２年に相模川より移ってきたそうだ。
相模湖駅

やっと連休最後になって晴天になりました。膝の故障のため、この連休の山小
屋１泊・山行きは中止しましたが、そうでなくとも悪天候で無理でしたね。
しかし、膝の故障とはいっても、久しぶりの晴天となると虫がうずきます。
「あまりきついところは駄目でも楽なところならリハビリにもなる」とか勝手な
理屈をこねまわしまして、あれやこれやと物色した挙げ句に陣馬山に行ってきま
した。
津久井湖と相模湖の北側に、高尾山から西に延びる山並みに沿って城山・景信
山・陣馬山と並びます。標高８５７ｍの陣馬山に登るコースは、この山並みを縦
走するものから、それぞれに直接アクセスする複数のルートまで盛沢山です。い
ずれも、比較的なだらかな尾根歩きが主体で、登山道も整備されていまして、丹
沢に比べると歩きやすいです。
交通の便もよく、横浜線もしくは中央線に便利なところにいますと、案外簡単
に行けます。今回も鴨居駅を出たのが８：３６。高尾９：３２発の普通列車で藤
野駅に到着したのが９：４５です。
でもって、藤野駅から上沢井尾根（地図には一ノ尾尾根となっていますね？）
を登り、西方から陣馬山に直接出ました。折角の前日までの悪天候、きっと雪に
なっているであろう、少しでも北西からアクセスした方が雪も多いであろうとい
う魂胆もありました。が、なんの事ない、７００ｍより上はどこも雪だらけでし

た(^_^)。駅から山頂まで２時間４０分、これは標準の２割増し・・膝も多少はま
しになってきたようです。
陣馬山の山頂は木などの遮るものがなく、富士山とその周辺の山々はもちろん、
大菩薩に秩父の山々に丹沢山塊がくっきりと浮かび上がっています。どれも雪化
粧しています。北側の斜面からは相模湾から横浜・東京の大パノラマのむこうに
筑波山まで見通せました。
山頂からは、高尾山まで続く尾根の散策コースをたどり、途中の明王峠から與
瀬神社を経由して相模湖駅まで下るコースを選びました。
比較的短い歩きやすいコースですが、３時間もかかってます。多分、通常だと
２時間くらいでしょうね(:_;)。
というわけで、膝はまだまだのようですが、楽しい雪見がてらの山歩きをして
きました＼(^_^)／。

表題:蓑毛～二の塔～三の塔～塔の岳～大倉
.蓑毛～二の塔～三の塔～塔の岳～大倉
*[01* 日
付<]'93/01/29,30＠日付
*[02* 山
系<]丹沢＠山系
*[03* コ ー ス<]蓑毛～二の塔～三の塔～塔の岳～大倉
*[04 地図・案内<]２万五千地図 秦野、大山、青野原

アルペンガイド 丹沢

［コース］小田急秦野＝蓑毛－ヤビツ峠－富士見山荘－二の塔－三の塔－烏尾山－行者岳－新大日－塔の岳（１日目）
塔の岳－大倉＝渋沢
ヤビツ峠から塔の岳にかけて北西にのびる丹沢を代表する表尾根コースを経て、塔の岳へ。

（９３年１月２９、３０日） 快晴
8:20 竹山

快晴だが、冷えこみはきつい。氷がはっている。金曜日とはいえ混雑していて、中央では積み
残しあり。８Ｋｇの荷物、重い。
8:35 鴨居
8:50-9:01 町田、この時間帯は小田原行き少ない
9:35 秦野着
バスは５分と３０分のみ。タクシーに乗る。１７７０円。富士山真っ白。丹沢も雪を被っている
が、それほどにみえない。
9:55 蓑毛
10:00 出発
10:25 いつもの名水のところで身仕度。春みたいに暖かい。
11:20 ヤビツ峠
直前まで雪はなし。日陰で１０ｃｍくらいの霜柱が、まるでエノキ畑のようにひろがっている。
木もれ日にあたり、銀白色にきらきらと輝く。触るとサラサラと崩れる。ヤビツ峠、上から駐
車場に降りる階段の雪が凍結。とても歩けない。アイゼンを装着するが、不安が広がる。
駐車場から車道は雪掻きされていて、アイゼンをはずす。
大島まで見えるが、もやっていてくっきりとはしない。
12:00 富士見
車道の日陰では、完全に凍結。しかたないので、脇の雪の上を歩くが、動きにくい。
登山道は一面の雪。かえって歩きやすい。白い雪が濃紺の青空に映える。
12:50 ガレ場
雪で帰って歩きやすい。
13:05 ２の塔
時間がなさそう。素通りする。先のガレ場と腐り場への不安と全くの人気無しに不安がつのる。
食事休憩を諦め、歩きながら食うことにする。息を切らしながらの食事は結構苦しいものだ。
13:30 ３の塔
歩きながら食えそうもない、卵を食べる。小父さんがいて、立ち話。ヤビツに下るそうだ。
１０分休憩。
14:15 烏尾山
ガレ場をなんとかクリヤする。流石に恐かった。今から思えば、アイゼンつけるべきであっ
た。かえって安定したはず。
山頂に立ったときに、赤十字のマークをつけたヘリが低空飛行してくる。不安で一杯だが、
まだ事故もしてないのに、と思ってたら道志の方へ飛んでいった。後で、戸川で訓練していた
と聞いたが、驚いた。
14:45 行者岳
こたえるなー。だいぶ疲れてきた。単純疲労と不安疲労だろう。手前で凍結部があり、
アイゼン装着。アイゼン装着はどうしても遅くなる傾向がある。早目につけたほうが安全。
15:15 かいさく茶屋 最後の難所、鎖場もクリヤーしほっとする。全く人の気配もなく、シーンという物理的な
圧迫感が迫ってくる。
15:40 新大日茶屋
ここら辺りからトレースもあやしくなりかける。通った人が少ないのだろう。

16:00 木の又小屋

16:30 塔の岳

6:15 起床
7:00 食事
8:00 下山
8:10 金冷やし
8:30 花立

10:30 高原の家
11:05 大倉

もちろん、４時到着は諦めていたが、５時になるのではと不安。まあ、もう難所はないから
明るければと思うが、一方凍結しないだろうかという不安も。木に多量の雪が付着、重いせい
で、梢の先が地面まで曲がってきている。はずしてやろうとつついてみたが、氷になってい
てとてもはずれない。一部、小さな雪庇のようなものもある。平均２０～３０ｃｍくらいの
積雪であったが、ここらあたりが一番深いようだ。
やった、ついた。途中、引き返そうか、でも凍結の車道も嫌だなとか、膝大丈夫かなとか、
俺の技術レベルでも大丈夫かなとか、不安が一杯であったが、やれてよかたった。
丁度、夕焼けに富士山が染まる頃。身仕度しているうちに日没になる。甲斐駒から富士山の
横まで広がる南ア連峰がくっきり。
泊まりは、６人。俺が最後だった。リタイヤ年齢の人３人、俺と同じくらいかなという人が
ひとりの５人で食事と雑談。ぽつりぽつりという雑談もいいもんだ。みなさん、単独行だが、
リタイヤ組みは年期が入っているようだ。小屋の人の名前とかよく知っている。７時からの
夕食の後、寒いが８：３０まで話をする。大型ストーブをつけてくれないで、食堂に石油ス
トーブを２台置いたのみ。蛍光燈も７時前までつかない。節約しているのかな。２０Ｋｇの
荷物を持った６０歳くらいの人は、丹沢山手前の竜ヶ馬場まで行ったが、挫折して戻ってき
たそうだ。腰くらいまでの積雪で表面が固くなっていてラッセルが出来ない
状態だそうだ。いずれにしても、丹沢山から向こうへ行くのは無理らしい。特に姫次手前の
原小屋当りの雪は深いそうだ。
ちょっと外へ出たが、寒くて（といってもー５度くらい）２階からの夜景見物にする。
日の出は 6:45 頃。東の方は雲で、日の出はいまいち。富士山の方は時々ガスをかぶるが、
くっきり。
折角だからと丹沢山の方に少し行ってみる。下りは雪を崩しながらで歩きやすいが、登りは
大変そうだ。引き返す途中で、再挑戦の小父さんと会う。
「挫折して、帰ります」と挨拶。
アイゼンが効いて歩きやすい。
ここで、新宿の小父さんに追い付く。無線をやっていた。雪はここら当りから少なくなるが、
アイゼンをそのままにして二人連れで降りる。途中、１００名くらいの登山者に会う。今日
の塔の岳は大混雑だろう。結構若い人もいた。やはり雪のせいだろう。
おじさんと話ながらの下山。
大倉から高原の家が見えるよ

どういうわけか、この金曜日は休み（ゴルフ休暇という説も）
。
もちろん休みの理由なんかはどうでもよろしい。前日までの雨・雪とうってかわ
り素晴らしい快晴です。これは、もう山においでと言われているようなものです。
というわけで、雪見がてら丹沢に行ってきました。
表尾根コースで塔の岳に１泊、できたら丹沢山、蛭ガ岳と縦走してみようとい
う計画です。塔の岳にあまり早く到着してもと、のんびりしすぎて小田急線・秦
野駅に着いたのが９時半。蓑毛行きのバスまで３０分も待たなきゃいけない。た
だでさえ遅くなったので、タクシーを拾います。路面凍結のためヤビツ峠には行っ
てもらえず、蓑毛まで。蓑毛から春嶽林道を通ってヤビツ峠に出ますが、暖かく
て春のようです。もちろん雪もありませんが、日陰では、まるでエノキ茸の畑の
ように一面に広がった霜柱が見事です。１５ｃｍくらいに成長した霜柱に木もれ
日があたり銀白色に輝いています。触るとサラサラと崩れていきます。
流石にヤビツ峠に近づくと雪道に変り、駐車場に下りる階段から富士見山荘へ
の林道は凍結して、恐怖の滑り台と化しています。ここを抜けるのに４０分もか
かってしまいました（この先はどうなってんだろう、時間もギリギリかなと不安
が首をもたげてきます）
。
さて、林道を抜けて登山道に入りますと、２０・３０ｃｍくらいの積雪にかわ
り、歩きやすくなります。塔の岳まで、だいたい同じ様な状態が続き、吹き溜り
の雪の多いところでも４０ｃｍくらいですね。
少し遅くでたせいか、人の気配は全くなく、静寂が「シーン」という物理的な
音を伴ってせまってきます。塔の岳手前の烏尾山をすぎる辺りまではトレースも
あり、まあまあ歩きやすい状態です。烏尾山に下るガレの急斜面と行者岳のとこ
ろの岩場も多少凍結してましたが、無事通過できました。
話はかわりますが、この岩場では１０月頃に転落事故が２回あったそうです。

ヘリまで出動したとか。そういえば、烏尾山頂にひとり立っていると、赤十字の
マークのついたヘリが低空飛行してきました。
「あれ、俺はまだ事故ってないん
だけど、なんと手回しのいいことだ」と見ていると、目の前を道志の方に飛んで
いきました。なにかあったのかなあ。
この後は、両側が急斜面の源頭になった幅３０ｃｍくらいの狭い道が若干ある
程度の尾根道です。夕焼けで空も赤く染まりはじめて、気温も下がってきましたが、
一安心というところです。塔の岳に近づくと近傍では、流石にトレースもなくな
り、一人前に雪庇まがいのものできています。そういえば、付着した多量の雪で
木が折れ曲り、酷いものは折れています。助けようかと手を出しましたが、もう
氷の塊に変っていて、びくともしません。
というわけで、塔の岳に無事到着しましたが、歩きながら食事をするという非
常手段をとったにもかかわらず、ヤビツから５時間強もかかりました。膝が本調
子ではないといえ、やはり雪の中は歩きにくい。もう少し早く出発すべきであっ
たと反省(^_^;)。太陽が富士山に隠れていく雄大な風景には間に合いましたし、
甲斐駒から鳳凰三山を経て塩見・赤石と南アルプスのシルエットがくっきりと浮
かび上がる素晴らしい眺めを堪能しました。
さて、尊仏山荘の泊まりは、一人寂しくかなと思っていましたが、いるんです
ねえ、同好の士は。金曜日だというのに６人もいましたよ。夜、ぽつりぽつりと
先輩の話を聞くというのも良いものです。ここで、
「丹沢山の方へ行くのはたい
へんだ、積雪が腰まであり、表面だけが固くなっていて、これを踏み抜くように
歩くため、ラッセルもできないよ」と脅されました。軟弱な私ですから、
「あっ
止めた」と即決です。
翌朝、後学のためにと丹沢山方面に少し行ってみましたが、やはりこれはひと
りでは駄目だと断念。下るのはともかく、登るのに体力がついていきそうもあり
ません(^_^;)。Ｕターンして、大倉尾根を降りる事にしました。
大倉尾根は意外と雪が少なかったですね。花立から下には殆ど雪がありません。
途中、久しぶりの晴天の週末のせいでしょうか、百人近くの方とすれ違いました。
いつもと違って若い人も結構おられます。雪を楽しもうというのだと思いますが、
それなら表尾根の方が良さそうですね。大倉尾根より多少危険性があるかなとは
思いますが。小屋で一緒になった名前も知らない先輩と歓談しながら、あれよと
いう間に大倉まで下りてしまい、楽しかった（本当は、不安の方が強かった）山
歩きも終了です。

表題:芦安温泉、夜叉神峠
.芦安温泉、夜叉神峠
*[01* 日
付<]'93/02/11,12＠日付
*[02* 山
系<]南アルプス＠山系
*[03* コ ー ス<]芦安温泉、夜叉神峠
*[04 地図・案内<]
［コース］甲府＝芦安温泉
芦安温泉＝夜叉神峠入口－夜叉神峠－高谷山－夜叉神峠入り口－芦安バス停＝甲府
（９３年２月１１、１２日） 快晴。結婚記念日の旅行として、今年は俺の招待。
7:23 竹山
7:33 鴨居
8:33 八王子
9:35 甲府

9:51 バス発
10:41 芦安温泉

雲は多いが、風もなく暖かい感じ。
温度も少し高いのか、丹沢・富士山は全く靄の中
あずさ５号。自由席のためならぶ。ピッケル持った本格登山からスキーその他と旅客多し。
結局、禁煙席が一つ空いていただけ
弁当を買うの忘れて、改札出て左の出口、バスターミナルの６番に並ぶ。本格縦走の人が一人い
て、太った小父さんが、相乗りタクシーにするといいよと勧めてくれるが、我々は急ぐわけで
もない。単独行の人だが、この季節に大丈夫なのかな。
数人の乗客。途中、１０人くらいが乗降。結構、生活路線のようだ。
芦安まで行ったのは単独行のお兄さんと我々だけ。
６４０ｍくらい。すぐ舗装林道に入る。瀬戸大橋という赤いアーチ橋があるのには笑ってしま

11:40 桃の木温泉
12:10

13:?? ロッジ

17:30 食事

7:00
7:40
8:30
8:50
9:05

起床
食事
精算
ロッジ出発
峠入り口

10:25 夜叉神峠
１７７０ｍ

10:50 出発
11:15 高谷山
１８４２ｍ

11:40 下山
12:00 峠分岐
12:45 峠入り口
13:00 出発
14:25 ロッジ
14:55 バス停

15:25 バス発

16:30 甲府
17:01 あずさ

う。御勅使河は広い河原で、なんか遠近感がおかしくなるような感じ。
北岳荘のところで右と左に別れる。左が夜叉神とか広河原になっているが、工事中のため右に
迂回となっている。右は温泉ロッジ方面。桃の木は左にとる。行き止まりに旅館が２軒。同じ
経営らしい。本館の方は閉まっていた。新しい別館の方に入る。入浴料１０００円。内湯から
露天風呂にも出られる。源泉は４２度Ｃらしいが、露天では冷えて３８度Ｃくらいの体感温度
で、外にからだを少しでも出すと震え上がる。他に客もおらず、茅かなにかを編んだ隙間の
ある間仕切り越しに連れ合いと話をしながらのんびりと。そのうち、小父さん二人に小母さん
がきたが、どうも会食のようだ。他に、読売旅行かなにかが来るらしい。部屋のチャージ料金
が８０００円もするので食事は止め。弁当を買い忘れたので、パンを噛りながら歩く。
御勅使川の河原に下りて小屋とか施設のある対岸にわたる。思ったより川の流れが急で、マルタ
をおっかなびっくりで渡る。ぶらぶらするも、時間がつぶせず、ロッジに入る。
食事は５：３０。早すぎるので、ビールを飲んで昼寝。
夕方に温泉に行く。泊まりじゃない客が２人いた。
馬さしは、さっぱりしすぎてこくが無い。てんぷらと馬さしの特別食を２人前づつとったが
食い切れない。全く、周りに何もなく、もう一度温泉に行った後は暇をもてあます。
早速、温泉で目を覚ます。
これは、若干寂しい内容だ。
昨日予約したタクシーを早目に呼んでくれる。タクシーが来るまで玄関にいた犬と遊ぶ。
途中の林道は雪掻きされていて素人でも通れるが、ロッジの上でペンションのための工事をし
ていて地元でないと走りにくい。
１３８０ｍ。ここにある小屋は冬期閉鎖だが、入浴・宿泊ＯＫ。林道はここで完全に閉鎖され
ている。鍵のかかったゲート横に水場と遭難注意の看板。北岳に行く人もいるんだろうか、
注意が書いてある。右に登山道が分岐していて、３０ｃｍくらいの雪 があるが、踏み固め
られていて、軽アイゼンで十分。馴れた人ならアイゼンもいらないかも。
途中、帝京大学のワンゲル部２０人くらいの団体と会う。もう４日も山にいるそうだ。入り口
に自販機があるというと、もう小踊りして喜ぶ。峠のすぐ手前に高谷山との分岐、ここから
視野が開け、白峰三山が見事に広がる。峠は広く、もちろん雪原で６０ｃｍくらいかな。
小屋は閉鎖している。北岳、中白峰、間ノ岳と目の前にパノラマ。祠を探すが、見つからず。
流石に高谷山への道は通行量が少ないようだが、踏み後はついている。
山頂に木があり、葉っぱのある時期は見晴らし悪そう。こちらからは富士山も。暖かい日だまり
で、ロッジで作ってもらったお握りを食べる。山頂からは、西谷と桃の木への標識もあるが、
どちらも踏み跡無し。もちろん雪道だが、笹が茂っている。雪の無いときは藪漕ぎになりそう。
もちろん、夜叉神の方へ引き返す。西谷方面に降りると夜叉神トンネルと観音経トンネルの
間に出るようだ。
写真を撮り、12:05 に下山
車で来ている夫婦連れ、家族連れが２組みいたが、ここだけだとそんなに見晴らしもないし、
つまらないと思うが？。
いやあ、地図通りにこの林道は長い。
すれ違ったワンゲル部の諸君、２時間に１本のバスに遅れたらしく、たむろしていた。元気に
下駄をはいてうろうろしている憎たらしいのもいるが、みなさんマメの出来た足をやっとこ
動かしている感じ。もう地面に横たわっている女性も。
小さいバスなので、彼等の大きな荷物を乗せると全員が座れない。我等はどうぞどうぞという
事で座ったが、下駄のお兄さんともうひとりは座れない。もっとも我等も女性に譲って老人席
にいたが、途中から御年寄りが乗ってきたので立つ。その後が大変、養護の生徒はまだしも、
交通試験所でどっさと乗ってくる。もう身動きできないどころか、ドアも閉まりかねる状態。
やっと到着だぜい。

気まま温泉旅に雪歩きのスパイス（１／２）
甲府から芦安、夜叉神峠に広河原とならぶと南アルプスの銀座通り、北岳への
メインコースでしょうね。もっとも、甲府からのバスは、６・７月から１１月の
シーズンを除くと、広河原のずーっと手前の芦安止まりとなります。
２月１１日、１２日と、かみさんとどこか静かな温泉にでも行こうか、気が向
いたら手軽なハイキングもいいねと話し、この芦安村に行ってきました。

早朝の「あずさ号」はピッケルを持った本格登山者にスキーヤーで一杯でした
が、流石に甲府で降りる登山者はいない・・と思ったら、ひとりいましたね。こ
れから南アルプスを縦走するのだそうです。アプローチがやたらに長いうえに、
開いている山小屋も少ないし、このシーズンはよほどの自信がないと単独行はで
きないでしょうね。
まあ私ら夫婦は、気ままな温泉旅です。１時間に１本のバスに４０分ゆられて、
終点の芦安温泉に到着。村営、民営の温泉がありますが、この辺りで冬場も露天
風呂を開いているのは、南アルプス・スーパー林道を約１時間歩いた桃の木温泉
だけです。ここの別館山和荘は、１０００円の入浴料で内湯の展望風呂と露天風
呂に入れます。昼頃と時間が早かったせいか、広い展望風呂も露天風呂も独り占
めです。露天風呂にのんびりとつかり、川を挟んだ向こう側の雑木に覆われた山
をボーっと眺めているというのも良いもんです。ただ、源泉が４２度Ｃ、体感温
度は３８度Ｃくらいと、相当にぬるいのが玉に傷です。
さて、露天風呂に堪能すれば、次は今晩の宿、村営南アルプス温泉ロッジにむ
かいます。途中を流れている川は、御勅使川（みだいがわ）というそうですが、
「瀬戸大橋」に「かっぱはし」とどこかで聞いたような名前の橋がかかっていま
す。歩くのは嫌いじゃないですが、どうにも時間をつぶしにくい場所で、ロッジ
到着は２時です。超過料金を徴収されてしまった(^_^)。
こうなりゃ、徹底的にのんびりしようと、昼寝に温泉とグータラを決め込みま
した。ロッジとはいっていますが、鉄筋２階建ての本格建築で、収容人員も百名
を超す大きな施設です。ここに、その夜の泊まり客は、我々を入れて３組の夫婦
だけという希望通りの静けさです・・・が、あまりに静かな温泉宿というのも寂
しいものです(^_^;)。もちろん、外は真っ暗、人家も無し。犬が鳴いた、そら車
の音だと、そのたびに外を眺めます。
というわけで、鄙びた温泉宿とか昔ながらの湯治場というには、きれいな新し
い施設になりすぎていますが、冬場の静けさだけは保証できます。
さて、翌日の夜叉神、雪の旅の心だーは、次の２／２に続くのであった。

気まま温泉旅に雪歩きのスパイス（２／２）
さあて、お立会い。お待ちかね（てなわきゃないか）
、気まま温泉旅も２日目
の雪遊びのこころだーっ、ですよ。
物音ひつしない静かな朝を迎えた南アルプス温泉ロッジ。２４時間入浴可のひ
とっこひとりいない浴槽にのんびりと手足を伸ばします・・・といっても本日は
雪中行軍を予定する身、あまりふやけると動けなくなります。
芦安村、唯一のタクシー会社に車を予約、スーパー林道を夜叉神峠入り口まで
行ってもらいます。ちなみにタクシー料金は２０００円。峠入り口の小屋は冬期
閉鎖中、林道もしかっりと鍵のかかったゲートで閉められています。信じられま
せんが、ここから延々と広河原、北岳に行く人も（行者？天狗？）いるらしく、
遭難注意の看板が出ています。
本日の目標である夜叉神峠１７７０ｍには、右に分岐する登山道に入ります。
積雪３０ｃｍくらいですが、しかっりと踏み固められていて、軽アイゼンがあれ
ば気楽に歩けます。鳳凰三山の縦走コースだとはいえ、物好きな入山者もそれな
りにいるものだと思っていると、２０名くらいのワンゲル部の学生さんがピッケ
ル姿も凛々しく（入山４日目とかで、ヨレヨレかどうか評価はわかれるところで
すが）下りてきました。
流石にその後は、もう人にも会わず、１時間少々の登りで夜叉神峠に到着です。
広い雪原の向こうには雪を被った北岳、中白峰、間ノ岳の雄大なパノラマが我々
だけのために(^_^)、広がっています。
ここからはワカンを必要とする（らしい）杖立峠、南御室小屋を経て薬師岳・
観音岳・地蔵岳の鳳凰三山・縦走コースになりますが、当然行くわきゃありませ
ん。峠の南にある１８４２ｍの高谷山までにとどめます。このコースは、秋のハ

イキングによく利用されているようですが、冬場のハイキングをする物好きは少
ないようです。でも、６０ｃｍくらいの積雪もそれなりに踏み固められています。
山頂には木がありますが、枯枝越しに富士山、白峰三山を眺めながら、春のよう
に暖かい日差しの中で弁当を広げます。
高谷山からは、西谷あるいは桃の木温泉方面への標識が出ていますが、こちら
の方は踏み跡もありません。我等、軟弱中年組は当然のこと、夜叉神峠入り口ま
で引き返します。
峠入り口から芦安村バス停までの林道は地図を見てもうんざりするくらいに曲
がりくねっています。全くそのとうりで、行きのタクシーでは２０分もかからな
かったのにとぼやきながら、えんえん２時間の舗装林道歩きとなります。それに
しても芦安村への資金投下はすごいですね。いたるところで治山工事に河川工事
をしていまして、やたらに大型ダンプにミキサー車が通ります。そういえば、日
本最古の堰堤というのもありますから、昔から政治力のある地域なのかとも思い
ますが、どうなんでしょう。
さて、痛む足を引きずりながら到着したバス停には、例のワンゲル集団がたむ
ろしてます。２時間に１本のバスに遅れたようです。下駄に履きかえて、あちこ
ちにひょいひょいと移動している憎たらしい奴もいましたが、まめだらけの足を
やっとの事で動かしているのはいいほうで、ぐったりと地面にうずくまっている
のもいます。
彼等となかよく、ひとまわりかふたまわり小さいバスで席を譲り合って甲府ま
で帰ってきましたが、途中が大変なラッシュ状態となりました。登山バスとは言
わないまでも、芦安村と甲府を結ぶローカル路線かと思ってましたが、どうも甲
府郊外からの生活路線にもなっているようです。まあ、滅多に無いことなんでしょ
う、熟年の運転手さん、昔を思い出し、すっかり楽しんでくれまして、扉が閉ま
らないところまで乗せる乗せる。
「いやあー、２０年前はね・・・」だって。
というわけで、温泉はしごに軟弱雪中行軍の２日間を楽しんできました。
旦那ぁー、ここは穴場でっせ

表題:大山三峰
.大山三峰
*[01* 日
付<]'93/03/06＠日付
*[02* 山
系<]丹沢＠山系
*[03* コ ー ス<]大山三峰
*[04 地図・案内<]
［コース］小田急本厚木＝煤ガ谷（宮ガ瀬行き）－湯出川橋－物見峠分岐－山の神－北峰－三峰－不動尻
－広沢寺温泉入り口＝本厚木
大山から北方に伸びる尾根筋に連なる４～５個のピークからなる。起伏も結構あり、一部ザレたところとか鎖場,はし
ごもあり変化に富んでいる。８９年の夏には滑落死亡事故があり、急峻であり経験者向きの山である旨の立て看が随所に
出ている。しかし、ハイキングガイドに出ている事もあって、毎回１，２人のあまり装備のできていない人が混じってく
る。なお、交通の便も結構良いほうだが、訪れる人はあまり多くなく、静かであった。登り口のあたりには野生の猿もい
るようだ。狩猟期には猪のハンターもいる・・・しかし、コース整備が進み、人気コースになって人が多くなった現在は？
（’９３／０３／０６）
7:25
7:38
8:02
8:22

竹山
鴨居
町田
本厚木

9:12 出発
10:06 分岐ベンチ
10:20 山の神

快晴。完全に春だ。春霞で鴨居駅から富士山・丹沢の姿全く見えない
町田で買い物もしたいし、仕事もあるので早目。
町田行き
普通の本厚着行き
バスは 7:45、8:40。休日だと 8:20 あるんだが。待っているうちにハイカーが増えてきた。
２０人近くになったようだ。
9:25 お寺で身仕度
後ろに人が多いので素通り。
お参りと休憩。先に行っていた中年男性２人組みと入れ違いで休憩。休んでいるうちに
もう少し歳の夫婦が登っていった。
いや、みなさん、山馴れている様子。俺も調子良いほうなんだが、同じか速いペースだね。

11:10 急斜面前
11:40 山頂

12:00 下山
12:20-25
沢
13:15 不動尻

14:30 バス停

２０分足らず速いペース。斜面前のいつもの休憩広場に団体さんがいたのでスキップ。
前は６月の時より３０分余計にかかっているから復帰したという事か。
まだ、空いている。久しぶりに山頂で食事できた。同年代の先に行った中年男性二人組みは、
まああちこち遊び歩いているようだ。次は、中央線の方、群馬の温泉の話しもしていた。
少しうるさい。１２時に下山していったのでほっとする。しばらくすると、団体さんが来
たので立ち上がる。
折角来たのだし、ベンチの所でぼーっとする。ひがあたっていることもあり、風が肌に心地好い。
いつもより水量が半分くらいかな。同じお気に入りの場所で休憩
ついに４０分くらい速くなった
例の藁葺屋根の小屋、益々迫力が。草ふき・苔葺を通り過ぎて、いまや骨。半分くらいが
デレーッと垂れ下がっている。
時刻表見て、どうも厚木行きはまだだなと思っていると伊勢原行きのバスがどうぞと
いわんばかりに止まる。ついふらふらっと乗ってしまった。

久しぶりに山行き。大山三峰。いつもより早く出て、帰りに町田で買い物をする
ことを計画。
快晴ではあるが、春霞で富士山はおろか丹沢も駅のホームから見えない。本厚木
には早く到着したが、バス便が少ない。待っているうちにハイカーの数も増えてき
て、２０人くらいまでになったかな。結局この人達と前後しながら歩くことになる。
それにしても三峰の山系全体をこの人数で利用している訳だから、考えようによっ
ては贅沢だ。
登り始めでシャツ１枚になったが、結局不動尻までそのまままでＯＫ．日陰だと
少し涼しいかなという感じもあるが、日向だと少し風もあったが、気持ちの良い風
という印象。それにしても、小母さん達の集団２組を除くとみなさんベテランのよ
うだ。膝の調子も良くて、まあ速いペースで歩いたが、上を行く組みがいっぱい。
それにしても、山歩きしながら［原研測］の運営について考えるというのも(^_^;)
町田でＪ＆Ｐによって、なにか面白いソフトあれば購入しようと思ったが、
窓３には大きな変化なく、これといったソフト無し。ついで、ハンズによって
Ａ５サイズの手帳探す。あるにはあったが、閉じられていてなかみがわからない。
こんちくしょうと有隣堂探したが見つからない。で、ナカジマを思い出して、結局
５０００円なりの手帳を購入。
帰宅後、まずはなにをおいても、月曜日用の資料を作成。これが、なかなか完成
しない。明日のとよ歩会が重荷。なんとか雨よ降れと願うが、１２時過ぎてもその
気配無し。天気予報のやつめ。箕島からは、中止連絡の返事も来ない。馬鹿野郎。
流石に疲れて、１２：３０に寝る。

表題:書作新道－塔の岳
.書作新道－塔の岳
*[01* 日
付<]'93/03/14＠日付
*[02* 山
系<]丹沢＠山系
*[03* コ ー ス<]書作新道－塔の岳
*[04 地図・案内<]
大倉から本谷山荘まで水無川沿いの林道歩き。途中に竜神の水という名水があり。林道の端には、作治小屋・戸沢山荘・
戸沢バンガロー・本谷山荘ほかのたくさんの山小屋。
本谷山荘からが山道もしくは沢登りのコース。登山道も書策新道の他に天神尾根、政次郎尾根がある。旧鉱山道という
廃道もあり。書策新道は表尾根のカイサク小屋の御主人・渋谷書作さんが開いた登山道で、旧マンガン鉱道のあと。
沢あり滝ありという気持ちの良い道。沢を渡るので、厳冬期はアイゼン。大雨の後は不可。
（９３／０３／１４） 前々日が雨から雪、昨日は晴れたが、風強く寒い。本日も快晴だが、昨日よりは暖かそう。
7:44 竹山発
7:54 鴨居発
8:18 町田発
9:00-9:18 渋沢
9:40 大倉出発
日陰の水たまりには薄氷もはっているが、まあ暖かい。
「ちょっと待て、俺はまだ健在と薄氷」
なぞと余裕。
10:40 新茅荘
いやあ開いていた。それもラーメンまでやるようになっている。開く時間を長くと行ったて

10:55 作治小屋
11:00 休憩所

まえ寄らないといけないんだが・・
ゴメン
手前の中尾根に下りてきてもいいかなと思いながら通過。
昨年末とペースは同じくらいだ。
ここからは、政次郎尾根。こちらの方がしっかりしているようだ。塔の岳にも行きたいが、
新茅荘の件もあるしと悩む。

11:10 本谷山荘上
11:54 本谷沢

12:30

13:10

13:30
13:40
13:52
14:20
14:30
15:00
16:10
16:47

若い人が何人か集まって補修していた。
ひとり食事中。後から来たおにいさんは、初めてのようだが、単独で沢話登りに。もう独り来た
スニーカーのお兄さんも初めてのようだ。２万５千見ているけど、こんな道わからしないよ。
ここで、おにぎりひとつ。
１０分の休憩で立ち上がったところへ、とちゅうで追い越した大団体が来る。小さな子供から
老人までの不可思議な団体。どうも、鉱石の採取か観察をしているようだ。
沢横切る
前は、すぐ下に滝－－－白竜の滝だったが、今回は登ってきたところで滝、おっかしいな。
ちょっと、道が違ったらしい。
ここまでも、所々に２ｃｍくらいの雪が残っているが、アイゼンなくても歩ける。
この滝で、１．８ボトルに水を汲み、小山で運ぶ事にする。先程の先に弁当を食べていた
小父さんも、付合う。
この前に少し、それとここから少しはミニ沢登り。斜面にとりついたところで往生した。
雪が随所でアイスバーンになっている。おまけに道が狭く、片側は谷まで落ちている。こ
わいのなんの。なんとか、杖を突き刺し、草に掴まりでクリアしたが、危険。アイゼンつける
べきであった。こんな時は４本の簡易型がいいな。
カイサク小屋 流石にここで前より３０分もかかった。こわかった。
常連のうるさい小母さん１人と５０半ばの小父さんがいた。ビールうまい。
これで３回目の最後の昼食をする。聞くともなしに話を聞いていると、このシーズンに丹沢
で滑落した人が結構いるようだ。女子大生がおこっちた事もあるらしい。
出発
新大日小屋
えっと、最後のところのきれいな小屋
塔の岳
鹿がいた。メスでまだ大人になっていないかなというくらいの奴。少し、おびえながらも
大勢いるハイカーに餌をねだっている。堕落しちまったようだ。
下山
花立さんに挨拶、コーヒーを飲む。
花立山荘
ベンチ
流石に疲れた。途中、膝痛くなりかけたが持ち直す
バス停
16:55 バス発

お山はもう春・・ではなかった(^_^)
３月６日に行った大山三峰は、もうポカポカ・ハイクの世界。折角持っていた
アイゼンも単なる体力増強用の重しと化した事に油断したわけではありませんが、
この１４日に歩いた書作新道から塔の岳では、なかなか厳しい経験をしました。
前日の１３日（土）は、平地でも結構冷えこみましたし、まあ低いとはいえ山
ですから、多少の覚悟はしていました。ところが、大倉から戸川林道・終点まで
の約１時間半のコースは暖かくて、
「おお、春だね」てな調子です。日陰の水た
まりには薄氷もありましたが、
「ちょっと待て、俺はまだ健在と薄氷」なぞとく
だらない句（？）をひねりながら脳天気にトコトコと本谷の入り口にたどりつき
ました。
このところ雨も少ないですが、流石に水無川の上流です、なかなか迫力のある
水量を維持しています。まあ、それはともかく、別に凍っているところもありま
せん。安心して書作新道に足を踏みいれました。
前にも紹介したと思いますが、この書作新道、大正から戦争中にかけてマンガ
ンの採鉱に使われていた鉱山道をもとに、
「カイサク小屋」の主人・渋谷書作さ
んが開いたものです。平成元年にオープンし、平成２年に一般にも公開された新
しい登山道です。眺望はそれほどでもありませんが、雑木にくまざさの斜面、滝
あり沢ありと変化に富んでいまして、丹沢徘徊者の間では人気のあるコースです。
さて、頂上も近くなった白龍の滝の辺りでミニ沢登りをしますと、３０分の急
斜面を経て頂上の小屋にたどり着きます。
実はこの３０分の急斜面が曲者でした。それまでも２ｃｍくらいの積雪はあり
ましたが、まあたいした事ありません。ところが、この斜面になると意地悪く凍

結し、アイスバーンになっています。
道幅３０ｃｍくらいかなあ、その片側が谷めがけてどーんと落ちています。滑
りゃ目出度く、谷まで直下降を覚悟しなきゃならないようです。一応、アイゼン
を持っていましたが、アイスバーンと土の部分が交互に現れるため、装着しよう
という気にならず、足を踏みいれたのが失敗。装着のチャンスを失ってしまいま
した。
おまけに渋谷書作さんの水運搬の依頼で、余計な荷物まで背負ってしまってい
ます。いやあ、往生しました。氷に突き立てた杖としかっりと掴んだ草が頼りに
へっぴり腰に四つん這いと、とても人に見せられたものじゃない中年小父さん丸
出しスタイルという惨めな状態で、やっとこさたどりつきました。
－春の丹沢には、簡単に装着できる４本爪の簡易アイゼンがお勧めですよー。
小屋にたどり着いてから聞いた渋谷さんの話では、この冬に丹沢でも結構滑落
しているようです。そういえば、今日も後ろから来るはずの人が何時までたって
も現れません。引き返したのか、落っこちたのか(^_^;)。
まあ、着いてしまえば、あっさりと前の事は忘れて、うまーいビールを味わっ
たのいうまでもありません。
「うめーっ」
、
「いやぁ、そうなんだよねえ」と見
知らぬ小父さんとエールを交換。
さて、ここからは表尾根を通り塔の岳まで、おっかない所はありません。尊仏
小屋の花立さんに挨拶していく事にしました。
表尾根は流石に人通りが多いせいか、歩くところに雪はなく、どろんこの状態
です。スケートの次は田植えかってなもんです。塔の岳から下山する大倉尾根も
田植えから「あんこ」の中を歩いているようなもんです。ここは、滑っても転ぶ
だけで滑落はありませんから、気楽に・・・いけねっ、まだ明日の資料ができて
なかった・・・と、痛む足に鞭打って走り降り（あくまで主観、主観的な的な印
象ね）
、大倉にたどり着いたのが５時でした。
ああぁっ、またして睡眠時間が(^_^;)。

表題:大山北尾根－大づき尾根－物見峠
.大山北尾根－大づき尾根－物見峠
*[01* 日
付<]'93/03/27＠日付
*[02* 山
系<]丹沢＠山系
*[03* コ ー ス<]大山北尾根－大づき尾根－物見峠
*[04 地図・案内<]
［コース］ 小田急秦野＝ヤビツ峠－大山頂上－北尾根－西沢の頭－ミズヒの頭－９００ｍ峰－鉄塔頂－１の沢峠
－物見峠－煤ガ谷＝本厚木
約 1200 年前、良弁大僧正によって開山。別名 阿夫利山または雨降山。標高 1252ｍ，表登山道のケーブルを利用して
も、ヤビツ峠からでも、標高差 約 500ｍの登り。高尾の様に公園化していないが、指導標もしっかりしており、道もま
あまあ整備されている。表登山道、ヤビツ峠、日向薬師、広沢 寺とコースがある。交通の便が良い表コースは、信仰登
山のお年寄りから家族ハイクの幼児づれまで、天候，季節によらず結構の人出。
今回の北尾根は一般化されておらず、地図にも記載されていない。通常のハイキングの紹介にはみあたらない。新ハイ
キングには何回か投稿されていた。
（’９３／０３／２７土）明日は雨という事で、曇りがちだが出発
7:35 竹山発
6:50 鴨居発
8:07 町田発
8:41 秦野着
8:55 発 めずらしく、ハイカーが約２０人と少ない。バスに座れた。
9:30 ヤビツ峠
9:40 出発
10:47 頂上
山頂も、まばら。神社もシャッターが下りていた。裏に回ると誰もいない。そのまま
北尾根に飛び込む。
12:00 大づき尾根分岐 １５分の食事。ここまで、全く人の気配も無し。非常用の火を用意しておく事。非常袋に
入れておいた方が良い。
どうしようと悩むが、思い切って下る事にする。赤テープを用意。
12:40 鉄塔
ここまでは、尾根伝い。テープもあり、まず迷わない。しかし、左に曲がるテープを見落
とし直進してしまった。えらく急斜面でおかしいと気付き、取って返す。早く気付いたの

13:15 鉄塔
13:55 大つき橋
14:30 丸淵

15:25
15:55
16:37
16:45
16:54

物見峠
分岐ベンチ
民家
煤ガ谷バス停
発

で問題にはならなかったが。全体に斜面は急であるが、メインコースと雰囲気は同じ。
ついで、この後、直進気味に下る。左に高圧線を見る。しばらく行くと、点検路の標識が
左を指す。そちらは涸れ沢。印象的には直進したいが、標識とテープを信じて左に下ると、
巻き込むように右に戻って行って、次の鉄塔。直進していると身動きできない斜面になっ
ていたようだ。
柵で囲まれて、入り口に鍵。ワイヤーが壊されていてくぐれたが、、修理されると通行できない
植林の中を下る。左に唐沢林道への大きな札が樹につけられている。左だよ。
降りた所が、唐沢林道で橋のところ。ハイキングコースに出る道はなさそう。
林道は唐沢川をＵの字を描いて渡る。約４０分の面白くない林道歩きで、丸淵に出る登山道。
これを見逃すと、もうハイキングコースに出られそうもない。
疲れた。手前で雉撃ち中のおじさん。むこうも困っただろうが。素知らぬ顔で通過。
大きな犬を連れた夫婦。こわかった。
農作業のおばあさんと話し。一度も三峰に行ったことがないといってた。
終点で団体のハイカー。座れず。１時間もかかった。
途中から乗ってきた小さな子が泣きわめき、うるさい事。

大山北尾根さすらい探索の旅
丹沢は大山の頂上から北に向かって延びる北尾根ですが、入り口が明瞭では
なく、もちろん標識もありません。少しの間ではありますが、やぶ漕ぎを強い
られます。交通機関のない札掛に出るか、延々と物見峠の方まで歩く事になり
ますので、入る人も少なく静かな山歩きを楽しめます。ただ、難路の扱いでは
ありますが、最近の丹沢地図には掲載されるようになりました。この雑木に囲
まれた静かな尾根道もそのうち賑やかになるのではとおそれています。
それはともかく、以前に北尾根歩きをした時に、メインルートの途中から右
に分岐する「唐沢へ」という手作りの札を見つけて、気になっていました。
というわけで、この土曜日に調査に行ってきました。少し前までは、日曜日
も朝早くバタバタするのは申し訳ないと、子供の学校のある土曜日に行ってま
したが、最近は土曜日だと週日の疲れが残っているようで歩きがきついですね、
歳のせいかなあ(:_;)。
メインルートは、大山頂上からほぼ真北に、西沢の頭、ミズヒの頭を経て、
物見峠入り口（札掛の先）と物見峠－煤ヶ谷を結ぶハイキングコースにある
「一の沢峠」に出ます。今回の調査コースは、ミズヒの頭のあたりで分岐して、
やせ尾根を北に進みます。小さな手作りの札には「大づき尾根、唐沢林道へ」
と記載されています。当初、唐沢川に下りてしまうのかと心配しましたが、結
局、尾根歩きに終始しました。
ところで、大山山頂に１０人くらいがいる程度で、めずらしく閑散としてま
したから，もちろん北尾根を歩こうという酔狂な人は皆無。全く人の気配があ
りません。ヤビツ峠で聞こえていた鶯の囀りもなく、静寂が「シーン」といっ
た物理的な実感をもって迫ってきます。途中、雪のせいでしょうね。あちこち
で、木が倒れたり、大きな枝が折れて、道をふさいでいます。強引にかき分け
て進むわけですから、当然意識ははっきりしてるのが通常です。ところが、注
意が散漫になっていたんでしょうね。自分が木と枝のジャングルジムをくぐっ
ている事を失念してしまいました。その時、突然に耳元で動物のうなり声がし
て、飛び上がってしまいました。いやあ、心臓が止まるかと思った。
なに、背負っていたザックがおもいっきし木と擦れた音でした(^_^)。いや、
前から肝っ玉の小さい男だとは思ってましたが・・・。
話しをもどします。メインルートより踏み跡は薄いですが、要所、要所にテ
ープがつけられていますし、尾根をはずさないように気を付けていれば、迷う
心配もなさそうです。ただ、１時間を越えて人気の無い所を歩いていると、意
識が内部に向かってしまって、注意力が散漫になる事があるので、要注意です。
もうひとつ、このコースで心配なのは高圧線の鉄柱の所です。鹿柵のような
もので囲われていまして、入り口に鍵がかかっています。網が壊されていまし
て、その隙間から潜り抜ける事ができますが、これはどうなんでしょうね。修
理されてしまうと、通行できなくなります。ここから、引き返すのは相当に大
変です。あまりお勧めコースとはいえませんね。

帰りは、煤ヶ谷で本厚木行きのバスに乗りましたが、終点で団体のハイカー
が乗り込んだせいで、めずらしく座れません。途中から小さな子連れのお母さ
ん達が乗ってきた事もあって、満員のうえに子供の泣き声で地獄。渋滞の中、
１時間の難行・苦行とあいなりました。それにしても、一人をおんぶして、も
う一人をだっこするというお母さんのたくましさには脱帽。でも、それを見な
がら、誰も席を譲ろうともしない「おじさん・おばさん」のハイカーにも感服？。

表題:大山－日向薬師－七沢温泉
.大山－日向薬師－七沢温泉
*[01* 日
付<]'93/04/03＠日付
*[02* 山
系<]丹沢＠山系
*[03* コ ー ス<]大山－日向薬師－七沢温泉
*[04 地図・案内<]
［コース］ 小田急秦野＝ヤビツ峠－大山頂上－見晴台－日向薬師－七沢温泉
約 1200 年前、良弁大僧正によって開山。別名 阿夫利山または雨降山。標高 1252ｍ，表登山道のケーブルを利用して
も、ヤビツ峠からでも、標高差 約 500ｍの登り。高尾の様に公園化していないが、指導標もしっかりしており、道もま
あまあ整備されている。表登山道、ヤビツ峠、日向薬師、広沢 寺とコースがある。交通の便が良い表コースは、信仰登
山のお年寄りから家族ハイクの幼児づれまで、天候，季節によらず結構の人出。
（’９３／０４／０３土）明日は雨という事で、連れ合い／次女と桜見物がてら出発。時々日はさすが、曇り
7:32
7:4?
8:06
8:50
9:30
11:00

竹山発
鴨居発
町田発
秦野発
ヤビツ峠
頂上

11:40
12:57
13:30
14:20
15:00
14:56
16:35

出発
見晴台
出発
青年の家
日向薬師バス停
日向薬師出発
本殿の横の休憩ベンチでビール。５分咲きの桜をめでながら。
７沢温泉
バスがぴったし来たので、温泉はいらず、帰る事にする。
ハイカー向けに宣伝している七沢荘は７沢温泉入口近くにあった。

満杯
9:45 出発
相変わらず、神社にはシャッターが下りている。ポスト口より、前の道中札を返す。先週より
は人出多い。裏側は閑散。指導員の人がいて鶯のさえずりは、仲間に危険を知らせているの
だと教えてもらう。
もうひとりお年よりの人がいて、黒文字とか油ちゃんについて教えてもらう。日向薬師
方面に降りる途中、所々で会う。あちこちで教えていた。

まだ丹沢界隈の桜は五分咲き
春休みで身体がなまっている娘を山歩き兼お花見に連れ出しました。
丹沢の麓ですと、日向薬師から順礼峠（そういえば、どうして巡礼じゃない
んだろ？）を経て飯山観音がお勧めハイキングコースでしょうね。もっと手軽
なのは弘法山ですね。飯山観音も弘法山もそろそろ花祭りが実施されると思い
ます（この週末に終わったかな？）
。
ただ、これだと歩き足りない感じではあります。というわけで、ヤビツ峠か
ら大山を越え、日向薬師を経由して七沢温泉に抜けるコースを設定しました。
大山山頂の近くでは、まだ日陰に雪が残っている所もありますが、すっかり
春ーっといった印象です。相模湾方面もガスでもやっています。１週間前は７
００ｍちょいのヤビツ峠どまりであった鶯の鳴き声も、もう山頂で聞かれるよ
うになりました。
ところで、山頂で遭遇した指導員ボランティアの方の話しでは、「ホーホケ
キョ」は歓迎の挨拶ではなく、
「変なのが来たから気をつけろ」との警告の知

らせらしいです。どうも、夢が無くなる(^_^)。
もちろん、ヤビツ峠では、桜はまだまだです。多分５月も後半じゃないかな。
さて、大山から日向薬師まで下りて来ますと、途中の沢沿いに鱒の放流とバー
ベキューをやっている施設があります。ほぼ満開の桜の下で、数組みの団体さ
んがバーベキューを楽しんでいました。ここには、石雲寺というお寺がありま
して、
「バーベキュー／鱒の放流」の道路を挟んだ反対側を何気なく見ている
と、
「魚・鳥・獣の供養塔」が設置されていました。まあ、効率的な事です。
バス停を通り過ぎて左に登って行くと、本堂と鐘突き堂が茅葺きの日向薬師
に到着です。本堂の脇、と上を通っている「関東ふれあいの道」の桜は、まだ
五分咲きかなという感じですね。今日の朝日新聞では飯山観音も五分咲きだそ
うですから、うまくすると次の週末はまだ見頃かも。帰りに七沢温泉で汗を流
して（確か、入浴１０００円、休憩いれて１５００円）というのも魅力的です。
是非、どうぞ。
ＦＲＯＭ Ｙ．Ｙ．
（ＯＳＫ、50011）

表題:鍋割山（寄）
.鍋割山（寄）
*[01* 日
付<]'93/04/18＠日付
*[02* 山
系<]丹沢＠山系
*[03* コ ー ス<]鍋割山（寄）
*[04 地図・案内<]２万五千地図 秦野、大山

アルペンガイド 東京周辺ワンデイ・ハイク

［コース］小田急新松田＝寄－雨山峠－鍋割峠－鍋割山－後沢乗越－二股－大倉＝渋沢
塔の岳直下の金冷シの頭から西の延びる尾根を鍋割山稜といって、大丸，小丸をへて代表的なピークの鍋割山約１２
７０ｍにいたる。大倉尾根から入るコースと後沢乗越より北上するコースがある。後者は、登山者の多い大倉尾根に比べ
て静かである。途中、県民の森，登山訓練所をへて二股より沢を横切って植林の中を後沢乗越にいたる。ここからカヤト
の中の登りとなる。ゆるやかなピークを二つ越すと山頂。山頂には鍋割山荘があり、宿泊も可。塔の岳にいたる鍋割山稜
はぶな林の中の気持ちの良い尾根道。
今回は、寄からの非一般コース第２弾を行ってみる
（’９３・０４・１８） 晴れてはいるが、春特有の霞曇り。
7:13 竹山
7:24 鴨居
7:46 町田発
8:30 新松田着
9:00 バス発車
9:24 寄着
今回は、家族連れ、ファミリーハイキング、おじさん・おばさんハイキングが多かったが、山に向か
う人はいなかったようだ。
、
9:34 出発
途中、小さな子供連れの家族を追い越したが、まさか鍋割り方面にいく分けではないと思う。
10:04 寄大橋
途中、半年前にあった崩れそうなログハウス３０００万円は、まだ売りに出ていた。良く見ると
借地権と書いてある。
あいかわらず、キャンプ場には大勢の人。
「みんなの森」では、６チャンネルのつかみ取り競争を
撮影中。
10:30 広い河原 堰堤を越えると広い河原の右岸。前回迷った所。ここで、おじさん一人に追い抜かれた。
しばらく行くと夫婦連れに追い付いたり、下山の４人組みに会ったり。こらめずらしやと記録とっ
ていたが、なに結構な人が入っていたようで、要所要所で団体に会う。
11:20 寄コシバ沢
少し手前にそっくりの分岐があるので要注意。
12:00 雨山峠
大体、鍋割り峠まで同じ時間くらいかな。ただし、こちらの方が荒れている。鍋割り峠への沢筋を
無理矢理登っているという道よりは、本来の登山道といった感じだが、結構崩れていて、３ヶ所
くらいこわいところあり。斜面に張り付いてトラバースするような道が崩れてしまって、登山者
が無理矢理歩いてつけたような靴幅程度の部分あり。ザレた道で、落こっちそう。
ひどいところでは、木橋が落ちてしまっている。一度、その下まで下りて、これを梯子代りに
登るという所もある。
12:10 出発
軽く食事して、出発。体調も良くないせいか若干バテ気味。
12:25 鎖場
この後、ここをいれて３ヶ所。どれも確かに長い。特に、後の二つは急斜面というか岩場。
天気悪いと滑りやすいだろうが、鎖はしっかりしているし、登りやすい。
13:00 鍋割り峠 それにしても急斜面が３～４箇所あって厳しい。６分休んで、最後のおにぎり。
13:30 山頂
いやあ、やっとの思いだ。山頂には、大勢の人がいた。ガスが出ていて見晴らしは駄目。
雨山峠で先に行った団体さんが食事を始めていた。ビールがうまい。

13:50 下山
分散して食事をしたので、休憩取れた所で出発。
14:33 後沢乗越 ここで休憩していると、おじさん続いておばさん二人がまっすぐ栗の木洞の方へ。後から来た
お兄さんに聞かれたが、県民の森に下りることもできると紹介。
15:10 林道
１０分くらいの休憩で回復できる。このところ調子良いが、今までのパターンだとこういう時に
痛めている。
16:26 大倉
途中、工事中とかで、県民の森のほうに迂回指示。無視する。
今日は丹沢の山開きらしい。大勢の人。甘酒のサービスも。
バスは混む。２４６渋滞で小１時間も立ちっぱなし。
新松田→寄
７： １０、５０
８： なし
９： ００、３５
１０： ４０
１１： ５０
１２： ２５（土のみ）
１３： ００

寄→新松田
６： ５０
７： １５、４０
８： ２０（日、祝なし）３０（日、祝のみ）
９： ００（日、祝のみ）３０
１０： ０５、４０（日、祝無し）
１２： ２１、５５（土のみ）
１３： ３１
１４： ３０
１５： ３０
１６： ２０
１７： ０５
１８： ０８、３０
１９： １５

雨山峠から鍋割山へ
お山のそこかしこで、ひっそりと咲く山桜が目を楽しませてくれる季節にな
りました。この日曜日は、６ヶ月前から狙っていた「寄から雨山峠を通って鍋
割山へ行くコース」にやっと足を運ぶ事ができました。道が崩落していると
か、丹沢で一番長い鎖場があるとか言われているコースです。
新松田から車で３０分くらいの寄は、釣り場とか休養村・キャンプ場で有名
な所です。丹沢の奥としては、おそらく一番開発というか活性化に成功した地
域じゃないでしょうか。 新松田を出たバスは、全く人家の無い山を越えて走
ります。奥深い山だと思っていますと、突然に人家、真新しい別荘、ログハウ
ス風の民宿（テニス場つきもありますよ）のある広い地域に出ます。一瞬、
「
おおーっ」といった感じがします。まだ、開発が進んでいるらしく、建設用の
重機から工場まであります。バス便は少なくて不便ですが、おそらく自家用車
での行き来が普通なんでしょうね。
さて、テニス場からキャンプ場の賑わいをよそに、ここから丹沢山系に足を
踏みいれるハイカーは少ないのが通常ですが、どういうわけか、今回は数組み
の団体に出会いました。
バスの終点から、清流に沿った舗装道路を４０分ほど歩きますと、キャンプ
場の中を通過して登山道にたどりつきます。ここからは、いくつかの沢とピー
クを越えて雨山峠まで２時間くらいの行程でしょうか。途中、鍋割り峠への分
岐を見送ってからが、このコースの難所第１号になります。ガレの斜面に張り
付くようにつけられた踏み跡に沿ってトラバースするわけですが、崩壊してし
まった場所が何ヶ所かあります。こわいですね。スリルですね(^_^;)。ハイカ
ーの通過によって靴幅程度になんとなく道がつけられた所、木橋が落っこち
て、どういうわけか元の道への梯子に化けてしまった所と盛沢山です。天候が
崩れた後とかに行くのは、敬遠した方がよさそう。
でもって、やっとの思いで到着した雨山峠ですが、ここから２時間くらいの
辛～い縦走が待っています。やたらに急勾配の登りが４ヶ所くらいあったでし
ょうか。鍋割山までの間に長い鎖場が３ヶ所あります。それほどでもない所か
ら、相当にきつい所までバラエティに富んでいますが、しっかりとした鎖がつ
いていまして、雨山峠までの崩落した道よりは安心して通過できます。
鍋割山からは一般的な後沢乗越、二俣を経由して大倉までの２時間半です
が、ほとんどは林道歩きとなります（現在、工事中で通行止めになっていま
す。県民の森の方に迂回するよう指示が出ていますが、日曜日は工事もお休

み。勝手に入っても大丈夫でした）
。
さて、この大倉、いつもは静かですが、本日は、人が溢れかえっていまし
た。４月１８日って、丹沢の山開きなんですよ。ついでに秦野祭りもあって、
人は多い、道は渋滞で満杯のバスに１時間も閉じこめられ四苦八苦。いやあ、
流石にきつかった(:_;)。

表題:書作新道、戸川林道
.戸川林道
*[01* 日
付<]'93/04/25＠日付
*[02* 山
系<]丹沢＠山系
*[03* コ ー ス<]戸川林道
*[04 地図・案内<]
大倉から本谷山荘まで水無川沿いの林道歩き。途中に竜神の水という名水があり。林道の端には、作治小屋・戸沢山荘・
戸沢バンガロー・本谷山荘ほかのたくさんの山小屋。
本谷山荘からが山道もしくは沢登りのコース。登山道も書策新道の他に天神尾根、政次郎尾根、中尾根がある。
旧鉱山道という廃道もあり。書策新道は、表尾根のカイサク小屋の御主人・渋谷書作さんが開いた登山道で、旧マンガ
ン鉱道のあと。
書作新道を通り過ぎた沢でのトカゲと新茅荘のおばあさんに会う事に
（９３／０４／２５） 快晴。暑い
8:15
8:24
8:46
9:32
10:00
10:05
11:30

竹山発
鴨居発
町田発
渋沢
大倉着
出発
中尾根

9:48 発。時間遅めだが、若い人も含めて結構ハイカー多し。

作治小屋の手前から分岐する中尾根に突然登る気になる。烏尾山まで１時間５０分。烏尾尾根が
１時間２０分だから少しきついのかなと思ったら、なんのなんのきついなんてものじゃない。
急斜面の上に土がざくざく。土に埋もれ滑りながら登る感じである。とうとう挫折して降りるこ
とに、これだって落ちてるようなもの。

作治小屋
書作新道上の沢
出発
岩でトカゲを決め込むが、眠れない。やはり、神経が緊張してしまう。
新茅荘
いつもの山頂－縦走と異なり、完全燃焼した感じがしない。まだ、こういったのを楽しめる
まで成長していない。
味噌こんにゃくおでんとビール。おばあさんは元気。客は少ないそうだ。
14:55 バス停
いやあ、多い。またラッシュ状態で立つしかない。渋滞の時間対でないのが救いだ。
11:45
12:00
13:20
14:00

山吹とスミレが満開
この土曜から日曜にかけて天気は崩れる筈でした。特に日曜日は駄目ーっと
予報されていましたが、なに、風は強いものの快晴じゃないですか。気象庁っ
てえのは責任とらなくても良いのかな。
まあ、にくまれ口はそのくらいにしておきまして、天気悪くなるという事で
山歩きも予定しませんでしたが、こう快晴だとじっとしてられません。少し出
遅れたので、手軽に大倉から水無川の上流まで戸川林道を歩きました。もう山
桜も終わり、やまぶきが満開です。地面にくっつくようにスミレも紫色の花で
楽しませてくれます。もっとも、スミレには種類が多くて、私には区別がつき
ません。
烏尾尾根を過ぎ、作治小屋の手前に「中尾根」という標識のついた登り口が
あります。烏尾山まで１時間５０分となっています。突然、登ってみたくなり、
取り付いてみましたが、これが大変。やたら急斜面のうえ、ざくざくの土です。
登ってるんだか、崩れてるんだかわからないような状態で、しばらく、土と格
闘しましたが、とうとう途中で諦めて下りて（落ちて）きました。
今日の本来の予定である「トカゲーッ」をきめに、書作新道を通り過ぎた沢

に入り、岩の上に寝転がります。ここは登山道から外れているので、まず誰も
来ない筈です。陽射しが強くて、裸になった上半身の肌に痛いくらいです。
１時間少々、うとうとしてから、もと来た道を引き返し、新茅荘のおばあさ
んに挨拶がてら、ビールとおでんをもらいました。
話しは変わりますが、昨年の同じシーズンに比べて、大倉に来るハイカーが
急増しているような気がします。若い人も増えています。経済状況の悪化に加
えて、自然志向が増えてきているという事ですから、ハイキングも盛り返して
きたのかもわかりませんね。勝手な話しですが、混雑するのは嫌だなぁ。
ＦＲＯＭ Ｙ．Ｙ．
（ＯＳＫ、50011）

表題:雁ガ腹摺山
.雁ガ腹摺山
*[01* 日
付<]'93/05/01＠日付
*[02* 山
系<]大菩薩＠山系
*[03* コ ー ス<]雁ガ腹摺山
*[04 地図・案内<]
雁ガ腹摺山は、大菩薩嶺から南に延びる小金沢連嶺の南端近く、東に位置する１８５７ｍの中級山岳。旧５００円札の
富士山眺望で有名。
雁ガ腹摺山の名前がついた３つの山があり、同じ連嶺の真ん中当たりに牛奥ノ雁ガ腹摺山（１９００ｍ？）、南西にだ
いぶ下がって、笹子トンネ
ル付近の笹子雁ガ腹摺山（１３６０ｍ）。地元では「がんばら」もしくは「ｘｘｘｘがん
ばら」と通称。
冬場は１ｍくらいの積雪になるそうだが、晩秋から初冬にかけての展望が効くシーズンがベストとされている。
大月からタクシーで金山鉱泉で山頂往復が一般的だが、初鹿野から湯の沢峠経由で縦走もあり。
（９３／０５／０１） 曇り。どうも天候の不順な連休だが、この１日は一時的によさそう。村山さん、橋口君と
我等夫婦で出かける
6:16 竹山発
実は、6:13 の筈であったが、平日ダイヤでは 6:0?の次は、6:16 のみ。これじゃ約束の横浜線
に乗れない
6:35 鴨居発
予定の 6:23 はもちろん駄目。次の 6:31 は町田止まり。
7:20? 八王子
高尾行き。高尾始発の列車に接続。どうも、この４月にダイヤ改定があったようだ。この時間
だと 7:30 のあずさに乗れる。
7:27 高尾発
小淵沢行きの普通。結局、予定の八王子 7:03 の列車がなくて、橋口君はこれに乗っていた。
8:17 大月
結構、タクシーもあり、安心して橋口君は立ち食いそば。村山さん客先の女性に遭遇して
挨拶（三ツ峠らしい）
。
9:00 金山鉱泉出発 タクシー代金 ２４９０円。民宿数軒を通り過ぎて、終点に小さな宿があり、これが山口館。
霧雨だ。どうも、天候回復は？
10:15 金山峠
本格的に雨。もちろん、進めないような雨ではないし、丹沢の一人歩きなら行ってしまう程度
だが、仲間がいるしね。それに眺望が売り物の山だし、撤退する事にする。そのまま登って
行くおじさん、ふたりに遭遇。
それにしても、ここまではほとんど沢に沿って、丸太橋を何度も渡る。なかなか高度があが
らないが、峠直前で砂地の急登あり。
下る途中の沢でおもいきり左に膝の下を岩にぶつけた。一瞬、息が止まったが、何食わぬ顔で
下山。それにしても痛かった。腫れ上がっているぜ。
というわけで、今回は途中撤退。山口館のおばさんの愛想が悪かったので、下の民宿まで歩く。ひとつめでも断られ
たが、その下の藤屋荘で食堂を貸してくれる。

１．雨の雁ガ腹摺山
雁ガ腹摺山の読み方ですが、地元タクシーの運転手さんに聞いたところ「が
んがはらすりやま」が正解のようです。地元では「がんばら」と省略して呼ん
でいるようです。
さて、天気予報では、雨の連休の間隙を縫うように、この５月１日の昼間は
晴天との事。前の晩の夜空には、月も出ていました。これは、チャンスを逃し

ちゃなりません。その後に訪れる不運にも気付かず、早朝５時半の起床をもの
ともせずに出かけました。メンバーは、パソコンネットの友人２人と私共夫婦
の４名です。
まずは、中央線が時期外れのダイヤ改定をした事に気付かず、予定していた
列車が無いというアクシデントがありましたが、どういうわけか無事に合流出
来まして、予定通りに（？）大月でタクシーに乗車、林道終点にある鄙びた金
山鉱泉にむかいます。
列車の中で、ぱっとしない空を眺めながら、
「いや、良くなる。天気予報は
そう言っていた。良くなる筈だ・・・そら、なんとなく明るくなってきた」と
祈ってきたのも虚しく、霧雨が降り始めます。
「これは、雨ではない。霧だ」
という事で衆議一決し、登山道に入ります。
１時間ほど、沢沿いに丸太橋を何度もわたりながら遡行していきますと、砂
地のザレた急斜面が待っています。これをクリヤーすると金山峠です。ここで
は、もう「霧だね」とは胡麻化せないれっきとした雨です。「さて、どうする
べえ」と鳩首会談の末、撤退とあいなりました。
林道まで戻り、鉱泉宿の下にある森屋荘という民宿で休憩させてもらいまし
た。気がつくと１時間も座り込み、ビールに弁当と歓談を過ごし、再びタクシー
で大月に戻ってきました。それにしても、寒い中のビールに震えあがってしまっ
たなあ。
実は下りの途中で、沢に魚がいないかとよそ見をしていて、思いっきり膝を
岩にぶつけてしまいました。いやあ、見事に腫れ上がってしまった(;_;)ｼｸｼｸ。

表題:鍋割山（寄）
.鍋割山（寄）
*[01* 日
付<]'93/05/04＠日付
*[02* 山
系<]丹沢＠山系
*[03* コ ー ス<]鍋割山（寄）
*[04 地図・案内<]２万五千地図 秦野、大山

アルペンガイド 東京周辺ワンデイ・ハイク

［コース］小田急新松田＝寄－鍋割峠－鍋割山－後沢乗越－栗ノ木洞－櫟山－中山峠－宇津木－寄＝新松田
塔の岳直下の金冷シの頭から西の延びる尾根を鍋割山稜といって、大丸，小丸をへて代表的なピークの鍋割山約１２
７０ｍにいたる。大倉尾根から入るコースと後沢乗越より北上するコースがある。後者は、登山者の多い大倉尾根に比べ
て静かである。途中、県民の森，登山訓練所をへて二股より沢を横切って植林の中を後沢乗越にいたる。ここからカヤト
の中の登りとなる。ゆるやかなピークを二つ越すと山頂。山頂には鍋割山荘があり、宿泊も可。塔の岳にいたる鍋割山稜
はぶな林の中の気持ちの良い尾根道。
今回は、寄からの非一般コースを行ってみる
（’９３・０５・０４） 晴れ
7:12 竹山
7:24 鴨居
7:46 町田発
8:33 新松田駅前
9:02 寄大橋
休日は、8:30 のバスあったようだ。9:00 までないので、タクシーにしようかと思っていると、
バス停の前に並んでいた夫婦も鍋割りへ行くとか行っている。タクシーをさそう。
３６６０円・３人。バス代は４７０円。
9:10 出発
キャンプ場はラッシュ状態。それなりに楽しいとは思うが・・・
10:15 寄コシバ沢
登り、下り合わせて１０～２０人くらいかな。それなりに多い。途中、いかにもそれらしい沢が
あって、よく間違える。ベンチを通り過ぎて一山を越えないと駄目。寄コシバ沢の標識、雨山峠
標識に小さく鍋割峠と手書き。赤テープも沢山あり。
これまでも、沢を右左にわたるが、ここからは、沢の中を歩く。ガレ石の上を歩くことになるが、
雨で水が多いと通行無理だろう。一直線に延びる沢の両岸に広葉樹林帯、紅葉はきっと素晴らしい
だろう。庭園のようだといっている人もいるそうだ。確かに。
10:42 沢から登攀 赤テープたくさんあり。ここで登らないと、もう足場が無くなる。それにしても、きつい斜面
である
11:06 鍋割峠
雨山峠方面から親子連れ。地蔵さんに手をあわす。
11:30 山頂
流石に大勢。山荘のビール、うどんなんかが飛ぶように売れていた。富士山が薄いベールを被って
望める

12:10
12:55
13:20
13:35

14:30
14:37
14:52
13:10

下山
後沢乗越
栗ノ木洞 途中、急な登りもあるが、緩やかな尾根の部分は気持ちの良い所だ。県民の森から来る人も少しいる。
櫟山
だと思う。県民の森から人達が休んでいる。東京、横浜方面の見晴らしよし。
縦走路はこれを南進。県民の森コースはわかりやういが、縦走路は標識無し。
約３０分迷ってしまった。磁石が壊れていて、南のつもりが北に進み、栗ノ木への登りに戻ってしま
った。結局、Ｔ字路を左に下るべきであった。
林道
高圧線鉄柱
村のはずれ
寄
途中、舗装農道を下る。両側のつつじが見事

鍋割峠から鍋割山
予定通りに鍋割峠－鍋割山－中山峠に行ってきました。本日の山行きは、通常の
単独行スタイルです。
久しぶりの晴天で小田急もハイカーで一杯。私の乗った電車でも、半分くらいの
方が秦野で下車しましたので、おそらくヤビツ峠は人で溢れかえっていたものと思
います。大山と表尾根が半々としても、登山道は列をなした事でしょう。残った人
の半分が渋沢下車、こちらは大倉尾根－塔の岳か、西川林道－鍋割山でしょう。新
松田でも少し下車しましたが、丹沢湖方面に向かう人が多かったですね。
さて、私はというと予定通りに新松田で下車し、寄行きのバス停に並びました。
休日には８：３０発のバスがあったようですが、残念ながら数分の遅刻。どうすべ
えかなとバス停に並ぶ夫婦の会話を聞いていると、同じ鍋割峠に行くらしい。早速、
声をかけて、タクシーに乗る事にしました。おかげで、寄からみんなの森までの舗
装道歩き、約５０分を省略出来ました(^_^)。ちなみに、タクシー料金は３６６０円
でした。
それにしても、みんなの森キャンプ場はオートキャンプで溢れかえっていました。
都会での密集住宅を再現しているような気がしないでも・・(^_^)。
登山者は予定通り少なくて、２０人くらいの遭遇した程度です。まあ、めった人
に会わない通常の週末に比べると多いですが。
途中、知らないおばさんに「鍋割峠への道は庭園みたいで、素晴らしいそうです
ね」と声をかけられました。はて、まだ１回しか行ってないけど、どうも見る目が
無いのか、そんな庭園あったっけ。確かに、１時間半ほどでたどりついた鍋割峠へ
の分岐、その気になって見ると、大きな石庭に見えない事もない。庭園と感じるか
どうかは別ですが、２０分間程かけて遡上する沢は、一直線に延びていまして、両
側の崖には雑木の青葉、沢に敷き詰められた石、そしてもちろんきれいな水と揃っ
ていて、なかなかのもです。特に、紅葉の時期は素晴らしいだろうと思います。
なお、鍋割峠へ分岐する沢ですが、少し手前にある沢と間違える人が結構います。
寄コシバ沢という標識のあるところが本当の分岐です。こちらは、赤のテープによ
る印が一杯ついています。
沢を約２０分遡上しますと、左によじ登る感じで峠への道に出ます。ここにもた
くさんの赤テープがついています。急斜面を２０分くらい登り、峠に出ますと、鍋
割山までは、もう３０分くらいです。
流石に山頂には大勢いました。鍋割山荘も大忙しで、ビール／うどんその他諸々
が飛ぶように売れています。もちろん、薄いベールを被ったような富士山を眺めな
がら、ビールを楽しみます。タクシーを利用したおかげで、ゆったりとくつろげま
す(^_^)。
山頂から後沢乗越までは、予想通りに列をなして登って来るハイカーに遭遇しま
して、歩きにくい事。しかし、後沢乗越から栗ノ木洞方面に足を踏み入れると、も
う静かなものです。
標高９０８ｍの栗ノ木洞から南の檪山までの下は「表丹沢県民の森」になってい
ます。この山頂の尾根筋まで含む散策コースがいくつもあって、それなりに人が入っ
てきます。山菜を採取している人もいて様々ですね。

散策コースの道標はしっかりしていますが、私のようにここを突っ切って縦走す
る場合には頼りになる道標はありませんね。まあ、ひたすら南に向かえばよろしい
わけですから、迷う事はない・・・筈でした。リングワンデルングでもないでしょ
うが、ふと気付くと３０分ほど前に通った栗ノ木洞の下り尾根を北に向かって登っ
ているじゃないですか。
「おっかしいな」と持っていた方向磁針をよく調べると、
針が勝手な自己主張をして、あっち向いたり、こっち向いたり。これで、３個目で
すよ。なんで、こんなに壊れんだろ。雁ガ腹摺山の時も同じ磁石でしたから、途中
で引き返してよかったかも(^_^;)。
「あれまっ」という事で、それ以降は太陽を見ながら歩きましたが、わかりにく
い道でなくて良かった良かった(^_^)。
後沢乗越から１時間半くらいで、寄の集落の外れに出ます。ここから舗装農道を
バス停まで降りますが、両側にいろんな種類のつつじが植えられています。白、赤、
ピンク、オレンジ、赤みがかった紫と色とりどりに、大きな花、小さな花が、満開
で見事です。
寄から新松田のバスは１時間に１本です。流石に客が多くて臨時便が出ましたが、
超満員です。新松田も人で溢れかえっていましたね。結局、寄から町田まで立った
ままという羽目になりましたが、いろいろと楽しい山歩きでした。
ＦＲＯＭ Ｙ．Ｙ．（ＯＳＫ、50011）

表題:大山－見晴台－下社
.大山－見晴台－下社
*[01* 日
付<]'93/05/23＠日付
*[02* 山
系<]丹沢＠山系
*[03* コ ー ス<]大山－見晴台－下社
*[04 地図・案内<]
［コース］ 小田急秦野＝ヤビツ峠－大山頂上－見晴台－下社
約 1200 年前、良弁大僧正によって開山。別名 阿夫利山または雨降山。標高 1252ｍ，表登山道のケーブルを利用して
も、ヤビツ峠からでも、標高差 約 500ｍの登り。高尾の様に公園化していないが、指導標もしっかりしており、道もま
あまあ整備されている。表登山道、ヤビツ峠、日向薬師、広沢 寺とコースがある。交通の便が良い表コースは、信仰登
山のお年寄りから家族ハイクの幼児づれまで、天候，季節によらず結構の人出。
（’９３／０５／２３）忙しくて山に行けてない。手軽に大山散歩
7:35
7:45
8:05
8:45
9:25
9:35
10:35

竹山発
鴨居発
町田発
秦野発
ヤビツ峠
出発
頂上

11:07 下山
12:00 見晴台
12:17 下社
12:40 ケーブル
13:08 バス発

臨時便だが、それなりに多い。

表側には、結構人がいたが、裏に回ると閑散。残念ながら雲が出て富士山の眺望無し。
表参道との交点でじっくり見えたからよしとするか。早めの食事
驚くほどの人の数。ここまで散歩に来る人は多いだろうけど
諦めて、素通り。
お参り。途中も大勢に会う。石を落としていた親子連れの子供に注意。
売店でビール買って、駅で立ち飲み

大山に散歩
昨日の土曜日は雨。落ち着いて、村山さんの言う「風呂敷残業」に
専念できました(^_^)。なんとか、二つの宿題を仕上げましたが、大
物が、まだひとつ残っています。さあ、どうすべええ、というわけで
すが、もう十七・八日も丹沢に帰っていません。ここは、雨が降ろう
と、大山くらいには挨拶に行かないといけません(^_^;)。

というわけで宿題を残したままに、ヤビツから大山山頂そして見晴
台から下社という短縮コースを走り抜けてきました。
ヤビツ峠行きのバスは臨時便も出ましたが、お天気も回復したせい
か、それなりに混雑しています。まあ、山に入るとばらけまして、殆
ど周囲に人がいないような状態になります。表参との合流直前の展望
地では、くっきりと富士山も眺められ満足です。表参道に入ると流石
にハイカーも増えましたが、やはり山頂の裏側は空いていますね。こ
ちらの方が富士山と丹沢表尾根の好展望地なんですが。
見晴台では、びっくりする程の人がいました。大山はもう回数も忘
れるくらい来ていますが、初めての経験です。まあ、下社の方は行事
があると大勢の人が集まりますが、特になにもない見晴台にこんなに
人が集まるとは。
そそくさと、ケーブルを利用して下山しまして、残業を開始しまし
た・・・が、どうも気分が乗らなくて、こんな文章をアップしていま
す(^_^;)。まずいな、徹夜にならないように頑張りましょう、それでは・・

表題:書作新道－塔の岳
.書作新道－塔の岳
*[01* 日
付<]'93/06/06＠日付
*[02* 山
系<]丹沢＠山系
*[03* コ ー ス<]書作新道－塔の岳
*[04 地図・案内<]
大倉から本谷山荘まで水無川沿いの林道歩き。途中に竜神の水という名水があり。林道の端には、作治小屋・戸沢山荘・
戸沢バンガロー・本谷山荘ほかのたくさんの山小屋。
本谷山荘からが山道もしくは沢登りのコース。登山道も書策新道の他に天神尾根、政次郎尾根がある。旧鉱山道という
廃道もあり。書策新道は、表尾根のカイサク小屋の御主人・渋谷書作さんが開いた登山道で、旧マンガン鉱道のあと。
沢あり滝ありという気持ちの良い道。沢を渡るので、厳冬期はアイゼン。大雨の後は不可。
（９３／０６／０６） 昨日からの山行き予定が体調不調のため変更
時々、小雨がぱらついたかと思うと、ぱっと日が差したりと目まぐるしく天候の変わる一日
7:44 竹山発
7:53 鴨居発
8:17 町田発
傘が必要な小雨
9:00-9:18 渋沢
9:40 大倉出発
ボッカ駅伝の日であった。９時出発のため、テントには役員のみ
滝沢園にはじまり、キャンプがすごい。途中で、缶集めのおじさんに会った。大きな袋を
トランクに
10:40 新茅荘
開いていたが、素通り
作治小屋手前の中尾根に入ってみる。いやすごい、ザレ道。おそれをなして引き返す。
11:00 交番
雨降ったり、日が差したり
11:10 新道
11:45 本谷沢
天候のせいもあってか、無人。簡単に食事
12:30 沢横切る
白竜の滝に出る。ここで、おじさん会う。
水場で、２本詰めて、運ぶ。流石に重い。昨日の不調は何だったんだろ。
書作新道を表尾根に出るあたりから靄が立ち込め始めました。展望はおろか数ｍ先も見えま
せんが、白いベールをとおして幻想的に浮かび上がってくる「満開の山つつじ」が目を楽し
ませてくれます。
12:50 カイサク小屋 数人団体が２組の先客。ビールと残りの食事
13:05 出発
13:12 新大日小屋
13:45 塔の岳
尊仏山荘によってコーヒー、挨拶。お母さんが入院とのこと
表尾根から人が増え、山頂には流石に大勢の人。ここ最近と違うのは、高校生から大学生
らしい若い人が目につきます。
14:10 下山
花立さんに挨拶、コーヒーを飲む。

16:25 バス停

16:30 バス発

遅らしたおかげで混み方がまし、座れた。

小雨の中、丹沢ボッカ駅伝
毎年６月の第１日曜日には、丹沢のボッカ駅伝が実施されます。大倉から
出発し、大倉尾根を花立までのコースと、更に「金冷やし」から鍋割山まで
縦走するコースがあります。男性／女性クラスと、２０Ｋｇ／１０Ｋｇクラ
スに別れます。
９時スタートという事で、昨晩からテント泊まりの人達もいたようです。
私は、駅伝ボッカのある事を知らなかったものですから、大倉に到着したの
は、もう９時過ぎ。選手の姿は見られませんでした。ところで、本部のテン
トには、マックとか日本ＩＢＭのノートパソコンにＦＡＸ等が並べられてい
ました。何に使っているんでしょうね。まさか、ＯＡ機器をボッカしてるわ
けじゃない。確か、水を運んでいたと思います。
時々、小雨がぱらついたかと思うと、ぱっと日が差したりと目まぐるしく
天候の変わる一日でしたが、どちらかというと肌寒い感じで、駅伝には良かっ
たでしょうね。
さて、私はというと、駅伝には全く関係なく、戸川林道から書作新道を通っ
て塔の岳まで足を延ばしました。塔の岳・日帰りコースとして、気にいって
いるルートです。ここを通る時には、丹沢の山小屋運営で最高齢の渋谷書策
さんのお手伝いを少しでもしようと、途中の水場から書作小屋まで水を運び
上げる事にしています。本日は１リットル容器２本の追加です。ボッカ駅伝
には到底およびませんが、いやあ重かった。水が揺れると身体があっちいっ
たり、こっちいったり(^_^)。
書作新道を表尾根に出るあたりから靄が立ち込め始めました。展望はおろ
か数ｍ先も見えませんが、白いベールをとおして幻想的に浮かび上がってく
る「満開の山つつじ」が目を楽しませてくれます。
さて、無人であった新道を過ぎて、表尾根から塔の岳山頂に入りますと、
流石に大勢の人がいます。ここ最近と違うのは、高校生から大学生らしい若
い人が目につきます。バブル崩壊頃から、中高年ハイカーの絶対数が増えた
ように感じていましたが、ついに若い人まで波及して、世の中が少し変わり
始めたのでしょうか。
まあ難しい話しはおいておいて、梅雨時から夏にかけては、沢登りを別に
して、丹沢もそろそろオフシーズンです。というわけで、山頂の尊仏山荘で
花立さんに挨拶して、大倉尾根を下ってきました。

表題:二の塔～三の塔～烏尾山
.二の塔～三の塔～烏尾山
*[01* 日
付<]'93/06/19＠日付
*[02* 山
系<]丹沢＠山系
*[03* コ ー ス<]二の塔～三の塔～烏尾山
*[04 地図・案内<]２万五千地図 秦野、大山

アルペンガイド 丹沢

［コース］小田急秦野＝ヤビツ峠－富士見山荘－二の塔－三の塔－烏尾山－烏尾尾根－大倉＝小田急渋沢
塔の岳から東南にのびる尾根（丹沢表尾根）を歩く丹沢の代表的なコース。尾根道には木が少ないため見とうしの良
い場所が多く、相模湾，箱根の外輪山の眺望が得られる。また、２の塔から烏尾あたりでは富士山が大きく広がる。一部
ザレ道とか鎖場もあるが、道は明瞭でコースに悩む必要もなく歩き易い。ヤビツ峠側からのコースは高度約７６０ｍが起
点となり、逆コースよりだいぶ楽である。
（９３年０６月１９日 土） 雨
7:33
7:45
8:45
8:50
9:30

竹山
鴨居発
秦野着
バス出発
ヤビツ着

8:06 町田発
小雨、流石に人が少ない
下に雲海、上空高くに雲。明るくなったと思ったが、残念、本格的に降り出す。

9:37 出発
10:50 ２の塔
11:05 ３の塔
11:45 烏尾山

12:10 下山
13:15 新茅荘

14:35 大倉バス停
14:50 発車

前に３人のおじさん組、夫婦連れのみ。後者は札掛に行くとのことで道を聞かれた。
本降りで休憩もならず、素通り。５人くらいのおじさん・おばさん組みに追い付く。
全くの雲で何もみえない。雨も結構で、小屋に避難。小屋には、大学の部活らしい集団がいた。
結局、追い付いたおじさん・おばさん組と前後して出発
結局、おじさん・おばさん組もここで食事。コーヒーをもらって、カロリーメイトを食べる。
新茅荘が閉まっているとのことなので、ゆでたまごも食す。
烏尾のおじさんの話し：新茅荘のおばあさんは小学校の先生で、書作さんは教え子。学校を
良くサボり、むかえにいったそうだ。
表側にも蛭がいるそううだが、これは大きい奴で人に着かないとのこと。中尾根はずっと
あんな調子で、うえに来ると藪がたいへんらしい。
やはり閉まっていた残念。それにしても、雨と汗でずぶねれだ。横の捨てられた小屋で着替える。
習志野のナンバーの車が置いてあると思ったら、中にテントを張って寝ていた。着替えると快適。
タオルの本数、着替えは必須だ。
前の店のラーメン４５０円、結構うまい

再び、雨の丹沢
どうも寝冷えのせいか、この２週間ほど風邪気味でもうひとつすっきり
しません。先週はおとなしくしてましたが、埒があかないものですから、
痺れをきらしてしまいました。
さて、そんなわけで（どんなわけだ？）
、この週末、小雨の中を軽く山
歩きしてきました。ヤビツ峠から表尾根を二の塔、三の塔と縦走し、烏尾
山から戸川林道－大倉といったコースです。
流石にこの天候では、秦野駅のヤビツ峠行きバス停には数人しかいませ
ん（数人にしろ、いる方がおかしいかも・・・ｵﾏｴﾊ､ﾅﾝﾀﾞ という深刻な疑
問は横にしまっときましょう(^_^)）
。結局、ヤビツから表尾根に向かった
のは、塔の岳まで行くという３人組と途中から下山予定の私だけでした。
バスがヤビツ峠に近づくと、ぱっと明るくなりました。「おっ、これは
どうした」と窓越しに外を見ると、雲の上に出たらしくて下は雲海です。
上空にも雲は広がっていますが、頭上はるかに真っ白の雲です。これは、
ひょっとしたら、天気が回復かと思ったのはあさはか。いやあ、ずっと降
られっぱなしでした。
汗だか、雨だかわかりませんが、全身びっしょり。冬じゃありませんの
で、寒くはありませんし、意外と雨の山というのもしっとりと静かで良い
ものです(^_^;)。かえって、鳥のさえずりも多いようですしね。
このところ大学の部活に会う事が多いですが、本日も雨の中ガンバッテ
ましたね。大きなザックを背負って雨の中を登って行った団体が二組もい
ましたし、大倉近くのキャンプ場では、先輩に囲まれて新人らしいのが必
死になって、テント張り訓練をしてました。どうも消費時間と出来具合を
採点しているようです。感心したのは、個人プレーでは駄目で、グループ
の協力体制も見ているようです。いくつかのテントを分散して張っていま
すが、どこかでトラブルと大急ぎで駆けつけ、そちらを助けています。手
伝いが終わると、自分の担当テントに駆け戻っています。いやあ、たいへ
んだにゃぁ～と見物させてもらいました。

表題:塔の岳－書作新道
.塔の岳－書作新道
*[01* 日
付<]'93/07/04＠日付
*[02* 山
系<]丹沢＠山系
*[03* コ ー ス<]塔の岳－書作新道
*[04 地図・案内<]
大倉から本谷山荘まで水無川沿いの林道歩き。途中に竜神の水という名水があり。林道の端には、作治小屋・戸沢山
荘・戸沢バンガロー・本谷山荘ほかのたくさんの山小屋。
本谷山荘からが山道もしくは沢登りのコース。登山道も書策新道の他に天神尾根、政次郎尾根がある。旧鉱山道とい
う廃道もあり。書策新道は、表尾根のカイサク小屋の御主人・渋谷書作さんが開いた登山道で、旧マンガン鉱道のあと。

沢あり滝ありという気持ちの良い道。沢を渡るので、厳冬期はアイゼン。大雨の後は不可。
（９３／０７／０４） このところ雨だが、昨日の昼から晴れ
7:44
7:54
8:18
9:03
9:45
10:05
10:25
10:30
11:00
12:00
12:22
12:50
13:15
13:30
13:40

13:50
14:10

14:30

15:10
15:17
15:35
16:40

竹山発
鴨居発
町田発
渋沢
9:18 バス発
9:33 大倉
大倉出発
バス満席にいたハイカーも流石に見当たらない。みなさん、それぞれに出発したようだ。
観音茶屋
山の家分岐ベンチ
見晴らし小屋
駒止め茶屋
花立山荘
暑さのせいか、若干ばて気味。ここで食事とする
出発
富士山の山頂がくっきりと。残念ながら下は雲
山頂
やっと。朝出る時の体調ももう一つだったせいか
ビール。小屋の手伝いが３人もいた。
下山
木の又小屋
新大日小屋
大島が数分間、くっきりと。小屋の前で、まだ来ないと心配している団体。
途中でであった、６０歳頃のおばあさんじゃないかな。何人かつきそっていたが、足の痙攣
らしい。やっと登っている。
カイサク小屋 閉まっていた
白龍の滝
ここで、後から来た長靴のおじさんに道を聞かれる。初めてだそうだ。最初は登りにしたほう
がいいんだけどな。沢が増水していて本当に徒渉と言う感じ。そのおじさんと、連れなのか
単独なのかわからない女性が悩んでいる。しょうがないので、先頭に立つ。
本谷
もう道もわかるだろうと言う事で別れる。折角の良い場所なので、俺は休憩。
さあいこうと、沢を徒渉してから、向こうを見ると、おじさんがひとり沢を下って行く。
道を間違えているのか、沢を下るつもりなのかわからず、どうすべえかと見ていると、仲間が
後から来て、また下りて行こうとする。すぐ、俺の姿を見て間違いに気がついたようだ。
前の小父さんも呼び戻す。
書作新道入り口
交番・休憩所
新茅荘
開いていた。カルピスソーダをもらい、カイサクさんが教え子といった雑談をする。
大倉

週末の塔の岳～書作新道
７月末頃に、恒例になってきた八ガ岳登山を予定しています。
今年は、南から北まで行ける所まで縦走してやろうかと考えています。
で、足馴らしに大倉尾根から塔の岳という最も一般的なコースを登って
来ました。あまりにもオーソドックスなものですから、少しはバリエー
ションをだそうかなと、下りは書作新道を選びました。
梅雨時から夏にかけては、丹沢のオフシーズンだと思い込んでいまし
たが、どうもそうでもなさそうです。他シーズンに比べて、かえって人
が多いような気がします。特に、軽装のハイカーが多いようです。
雑用で、２週間ほど山歩きを休みましたが、暑さのせいか、若干疲れ
気味であったせいか、３時間の大倉尾根の登りが結構こたえました(^_^;)。
それはともかく、もうセミ（のようです）の声がうるさく耳につくの
には驚きました。もう夏なんですね。もっとも鶯も頑張っていますから、
春と夏の綱引きといったところでしょうか。
久しぶりの晴れ間なもので、空気が洗われているせいか、この季節に
しては、眺望も良かってです。富士山の稜線がくっきりと浮かび上がっ
ていますし、ほんの数分ですが大島も明瞭なシルエットを描いていまし
た。
書作新道は、随所に沢歩きの部分がありますが、流石にこれまでの雨
で水量が増えて迫力のある音を響かせています。春までは、殆ど濡れる
事もなく渡れた所も徒渉する感じで、一部コースがわかりにくくなって

います。一組には道を聞かれましたし、もう一組は声をかける間もなく、
コースからはずれて、どんどん沢下りをしていきます。いつも持ってい
るホイッスルでも吹いて注意を喚起しようかなと思っているうちに、遅
れて来た仲間が、私の姿を見つけて呼び戻しました。沢登りのコースで
すから、多分下っていけるとは思いますが、おっかないですね。できた
ら、初めてのコースは、わかりやすくて、修正もしやすい登りを選んだ
方が良いでしょうね。
ＦＲＯＭ Ｙ．Ｙ．
（ＯＳＫ、50011）

表題:大山三峰
.大山三峰
*[01* 日
付<]'93/07/11＠日付
*[02* 山
系<]丹沢＠山系
*[03* コ ー ス<]大山三峰
*[04 地図・案内<]
［コース］小田急本厚木＝煤ガ谷（宮ガ瀬行き）－湯出川橋－物見峠分岐－山の神－北峰－三峰－不動尻
－広沢寺温泉入り口＝本厚木
大山から北方に伸びる尾根筋に連なる４～５個のピークからなる。起伏も結構あり、一部ザレたところとか鎖場,はし
ごもあり変化に富んでいる。８９年の夏には滑落死亡事故があり、急峻であり経験者向きの山である旨の立て看が随所に
出ている。しかし、ハイキングガイドに出ている事もあって、毎回１，２人のあまり装備のできていない人が混じってく
る。なお、交通の便も結構良いほうだが、訪れる人はあまり多くなく、静かであった。登り口のあたりには野生の猿もい
るようだ。狩猟期には猪のハンターもいる・・・しかし、コース整備が進み、人気コースになって人が多くなった現在は？
（’９３／０７／１１）
7:47
8:02
8:??
8:45
9:00

竹山
鴨居
町田
本厚木
バス発

9:37 出発
10:30 分岐ベンチ
10:45 山の神
12:00 山頂
12:22 下山
沢
13:40 不動尻
14:40 バス停
14:46 バス

曇天
鍋割り、寄の予定を変更

少し歳いきの団体がうわーといった感じでおしかけてきて、それまでバス停にいた人達を
無視して割り込む。歳も考えて譲らないでもないが、こんな態度をとられると、むっとする。
結局、団体さんは手前で下車。鳶尾山だったけな？ ３人の小父さんもいたが、結局その後
会わない。
ここまで、誰にも会わず。今日は俺だけかと思っていたらベンチに２人連れ
薄暗い山道を単独で登って来た所で、人を見てほっとする。ただし、素通り。
女性を交えた１０人くらいの団体がいたので、お参りして素通り。
７～８人いた。
おいぬいた団体が上がってきて、さわがしくなったので、そそくさと下山。
水量もまあまあ。汗を流す。
主棟の脇から沢に出られる事を発見。

週末は意外と雨にならないですね
小雨がぱらつく程度で、本格的な雨にならないので、それなりに
山歩きができます。少し、温度も低いようですし、湿気があって、
太陽が顔を出している時より涼しいようです。
本日は、４ヶ月ぶりに大山三峰に行ってきました。本厚木からバ
スですから、行き帰りの交通にとられる時間が短くて、余裕の無い
時にはおすすめです。
宮が瀬の手前の煤ヶ谷から山頂まで約２時間、山頂から広沢寺温
泉入り口まで約２時間と歩きもやや短めです。眺望はほとんどあり
ませんが、梯子に鎖、気持ちの良い沢もあって楽しめます。
ところで、煤ヶ谷の近くにリッチランドという露天風呂、バンガ

ローその他の施設もできたようです。入浴料６００円となっていま
した。広沢寺に下りて、玉翠楼（だったかな）という旅館で入浴と
いう手もありますが、どうも入りにくい雰囲気です。予約がいると
いう説もあります。
というわけで、本日の逆コースもいいかもわかりません。広沢寺
から入って、煤ヶ谷に抜けるコースですね。汗を露天風呂で流し、
おいしいビールをいただくなんていうのもよさそうです。
ＦＲＯＭ Ｙ．Ｙ．
（ＯＳＫ、50011）

表題:八ガ岳縦走
.八ガ岳縦走
*[01* 日
付<]'93.07.28＠日付
*[02* 山
系<]八ガ岳＠山系
*[03* コ ー ス<]茅野＝美濃戸－美濃戸山荘－行者小屋－赤岳－赤岳－横岳－硫黄岳－天狗岳－麦草－坪庭
*[04 地図・案内<]

（９３／０７／２８、２９、３０）
１日目 梅雨明けにしては全天雲、少し日がさす程度
5:00 起床
5:52 バス
6:01 鴨居
予定の一つ前に乗れた
6:37 八王子
ここで特急を待つ間に４台の横浜線
7:12 あずさ８１号臨時便
満席状態であった
9:04 茅野到着
迎えのタクシー、父子連れに同乗の声をかけられたが、予約だし営業妨害も出来ないので断る。
9:30 美濃戸着
４１６０円。少ない、団体のバスもいないし、数人程度
9:40 出発
無理矢理入って来る車がわずらわしい
10:30 小松山荘
５分休憩で電話
10:40 美濃戸山荘 手前のヤナギラン、オダマキ・・・咲きが悪いようだ。１５分休憩
12:45- 森林抜けた 食事と休憩。途中の沢は水もひいていたが、雨の多かったついこの前までは増水していただろう。
13:00
多分、ここらで鍋太郎さんが河原に落ち込んだだろうと思われる所あり。ここで、連れ合いが
軽く足を捻る。
13:30- 行者小屋
いつもの華やかなテント村はなし。人出が少ない。水を入れていると、横で懐かしいなまり。
13:51
声をかけたら、富岡出身で高知在住の６９歳の男性。北アルプスからあちらこちらの山に
リーダーとして地元の小母さん達を連れて行っているらしい。今回は、徳島と愛媛といってた
オバサン二人と天狗の方から縦走して来たらしい。
13:51- 道迷う
話し込んで地蔵尾根のとりつきをよく確かめないで入ってしまう。行き止まりのゴミ場。文三郎道
14:10
とどうしても地蔵尾根が見つからない。小屋までもどって聞く。なんの事ない、小屋の裏にちゃん
と標識。
＝＝＝＝＝ 休憩前に次の道を確認しておく事＝＝＝＝＝
15:30 縦走路
頭の無いお地蔵さん。
15:40 赤岳天望荘 １５６００円／２。なんか変な管理人。不快。
富士山の稜線が下までくっきり。阿弥陀の左には木曽駒ヶ岳、右には木曽御岳。少し離れて北
アルプス。乗鞍岳、穂高連峰、槍、立山、白馬連峰とくっきり。
18:00 食事
大ざらに漬け物、サラダ、薫製他。味噌汁がまずい
19:00 寝る
８時頃、トイレに行った連れ合いの話では、星がよく見えたそうだ。富士山の明かりヘビに
びっくりしていた。
大部屋だが人で少なく、ゆったりと足を延ばせる。ただし、布団と毛布が互い違いに数人共有
で寝にくい。
２日目
4:00 起床
4:30 から日の出を見ようと起き上がる。寒さはいつもほど酷くないが、外に出ないで窓ごしに
展望と日の出を見る。雲からやっと出て来る日の出。
6:00 出発
いよいよ、横岳縦走路だ！！！
6:40 日の岳
確かに天気が悪いと道を失いそうだし、風が強いと下まで転落しかねない恐そうな岩場。
日の岳の頂上付近にカモシカ。大慌てで下から撮影。結局、近くに行っても逃げず。

6:55 大権現
の標識があるが、おそらく鉾岳だろうと思う。
7:10 三叉峰
花にこだわる二人連れの男性に、花の名前を教わる。黒百合も教えてもらった
7:25- 横岳
いやあ、岩の塊だ
8:17- 硫黄岳山荘 懐かしい。ここで、ジュース。途中の大ダルミにはコマクサ、ウルップ草など
8:35
9:00- 硫黄岳山頂 茅野からずっと一緒だった父子連れ、学校の先生らしい。小学生の男の子は北岳他いろいろと
9:15
連れて行ってもらっているらしい。岩場で緊張したか、疲れてしまったらしく大休憩、本沢で
温泉、しらびそ泊まりらしいから、のんびりでも大丈夫。我々は出発。
10:16 夏沢峠
結構、人がいた。ここで、５時に天望荘を出た先生らしい熟年男性２人、独身女性ひとりに
追い付く。食事制作中。
10:53 箕冠山
ここだけは樹林帯歩き。流石に疲れてきた。小休憩
11:10- 根石岳
岩陰で食事。先程の先生３人組みが通り過ぎる。
11:37
12:05- 天狗岳
少ないとはいえ十人以上の人。西天狗は流石に中止
12:20
13:46- 黒百合平
いやあ、天狗の奥庭の長かった事。先生パーティーはここで宿泊。やはり、これくらいが快適さ
の限界か。
14:12
一昨年に溢れるほどの水利用が出来たのを今回も期待したが、どうも水が枯れたか給水制限。
４時まで出ない。そういえば、ヒュッテ前の小川にも水無し。小川みたいな所に飲料用の井戸が
あった。
14:55-15:03 中山
16:07 高見石
やっと到着。コース設定が厳しすぎた。ひげの優しい感じのおにいさんに迎えられる。
ここも祖父母と孫の３人しかいなかった。暫くすると、７人のおばさん、女の子の集団、
17:30 頃に夫婦連れが来ておしまい。渋の湯、犀の河原経由らしい。ここは、ひとりひとりに
布団があって、ゆったりと寝られる。雲が出て来て、ガスもかかり始め星空観察は
駄目になる。
１２６００円／２
３日目
4:00 起床
夏沢峠に行くと言う７人連れのパーティーがうるさくて
4:30 起き上がる
5:25 出発
5:46 丸山
2329.6M。
6:45- 麦草峠
2125M。いかにも北八らしい苔の樹林帯、ついでシラビソ。更にしたは笹の植性。
7:07
目の前の麦草ヒュッテと国道を見ながら朝食。
7:47 中小場頂上 2232M。風の強い岩場。
8:32-8:35 茶臼山
8:45 五辻分岐
9:05 縞枯れ展望台 南八の稜線
9:25 縞枯山頂
とても山頂とは思えない
9:52 雨池峠
観光コースで人が多いと思っていたが、閑散。まだ時間も早いけど
10:00-10:17 縞枯山荘
11:00 ﾛｰﾌﾟｳｴｰ
10:40 に乗れたが、坪庭をちょっと覗く事にする。流石に観光者が多い。でも、人工の花を
こじんまりと作っただけという印象で、見る気がしない。風強く、少し雨まじり
11:30 バス
11:45 頃にプール平で下車。バス停裏の東洋観光で入浴。３５０円。
13:51 バス
三五十屋（みごとや）で蕎麦とビール。満足してバスに乗る
15:14 あずさ２２号 １０６６０円／２

八ヶ岳漫遊(^_^)
７月２８、２９、３０日と八ヶ岳に行ってまいりました。
初日は、朝一番のあずさ８１号で出発し、南八ヶ岳の赤岳天望荘泊まりです。
翌日は、北八ヶ岳の高見石まで縦走。明けて縞枯山経由で坪庭まで出まして、例
のピラタスロープウェー（無事、動いてました(^_^)）で下山、蔘科温泉で汗を流
して帰ってきました。家内と行く八ヶ岳もこれで４年目になりますが、こんなに
天候に恵まれたのは初めてです。初日、２日目と南アルプスに富士山はもちろん
中央アルプス、北アルプスとばっちりの眺望が得られました。
さて、茅野駅からタクシーで美濃戸（４１６０円）まで入り、南沢コースで行
者小屋に出ます。
「ヤナギラン」の群生、可憐な「オダマキ」が迎えてくれます。

例年、行者小屋周辺には色とりどりのテント集落が見られますが、今年はこのと
ころの天候のせいか、ひとつ、ふたつと設営されているだけの寂しい状態です。
豊富でおいしい水を楽しんでいますと、横から懐かしい「なまり」の話し声が
します。同郷の徳島出身で高知県から来た６９歳の男性をリーダーに中年のおば
さん二人のパーティーでした。黒百合の方から縦走して来たとの事で、いやあ元
気な事。北アルプスは言うに及ばず、あちらこちらを歩かれているようです。
すっかり話し込んでしまい、次の地蔵尾根のとっつきを考える事なく、何気な
く出発したのが失敗。行き止まりのゴミ捨て場に迷い込むは、文三郎道に入って
しまうわで、２０分をロスしてしまいました。小屋まで引き返すと、なんの事無
い、全く違う位置に立派な標識があるじゃないですか。
＝＝＝休憩前には、次の取り付きを確認しておきましょう(^_^;)＝＝＝
赤岳の山頂小屋は改築で７月一杯は宿泊できません。今回は、山頂手前の天望
荘泊まりです。下から見た時に稜線で巻いていた雲もとれ、夕方からは素晴らし
い眺望が得られました。下までくっきりと稜線を浮かびあがらせた富士山、雪の
残る北岳を中心とする南アルプス、その右には目の前の阿弥陀岳を挟むように、
木曽駒ヶ岳と御岳の中央アルプスが広がります。北アルプスは乗鞍岳、穂高連峰
に天に突き出す槍ヶ岳はもちろん、立山から白馬連峰まで一望出来ます。
小屋も空いていまして、大部屋でも悠々と足を延ばせるというラッキーさです。
ただし、この天望荘の登山者に対するあしらいは酷いです。できるだけ敬遠され
るようにお勧めします。接人態度（山小屋ですから接客とは言いません。常識的
な人に接する態度です）が、筆舌に尽くしがたい酷さです。一生懸命にやってい
るようではありますが。 まあ、横になれて食事が出来れば、どうでも良いわけ
ですが、不愉快にはなります。お茶がどうたらで大喧嘩したお客がいまして、
「もめごとが起きたので、お前等の食事が遅くなるぞ」とワザワザ言いつけに来
ました(^_^;)。そういう目で見るわけではありませんが、小屋の整理状態も外の
残材の片付けも稜線の他の小屋がきちんとしているのに、手当たり次第に投げ出
したといった感じです。
翌日は、日の出をあとに６時に出発です。実は、ここから横岳－硫黄岳の縦走
コースは昨年予定してましたが、ガスで見通しが悪く、風雨も強かったために諦
めたといういわくつきのところです。今回は、天気もよく、風も殆どないという
絶好の日和です。案内書では、
「スリルに満ちた岩稜帯」だ「カニの横ばい」だ、
「コースを失ったら引き返せ」だと恐～い事が書かれています。山徘徊のど素人
としては緊張の瞬間です(^_^;)。
昨日通った地蔵尾根を過ぎると二十三夜峰というところから、いよいよ岩と鎖
場が始まります。確かに、両側が切れ落ちた岩場をヘッピリ腰で登り下りするの
は緊張しますが、岩の間から顔だしている花が目を楽しませてくれます（花の名
前が苦手な私でも感激します）
。花の写真を撮っている方に黒百合を教えて頂き
ました。小振りの墨絵のような可憐な花なんですねえ。こうして、日の岳、鉾岳、
三叉峰、無名峰と冷や汗かきかき通り過ぎると横岳の奥の院に到着です。
そうだ、日の岳で「かもしか」に出会いました。家内が犬がいるというので、
切り立った岸壁の上を見ると「かもしか」じゃないですか。そら写真だと大騒ぎ。
ところが、この「かもしか」
、堂々とした王者の風格で、ふーふーと近くまで這
い登って行っても逃げようとしません。じろりと睨むだけです。気圧されて最敬
礼した後、目の前で写真に収まって頂きました。
横岳からは、
「カニの横ばい」という鎖場と斜面に渡された鉄板の難所を越え
ると大ダルミを経て、浩の宮殿下宿泊という石碑のある硫黄岳山荘に到着です。
随所に「しゃくなげ」
、
「こまくさ」
、
「ウルップ草」などが咲いています。
さて、出発してから硫黄岳山頂までは３時間ちょっと。まだまだ元気です。
茅野からずっと一緒だった小学生の男の子とお父さんと別れて、一気に夏沢峠を
目指します。夏沢峠、樹林帯の箕冠山を過ぎて、岩の盛り上がった根石岳の日陰
で昼食です。そろそろくたびれてきています。まだ、天狗に黒百合、中山かと思
いながら重い腰を上げます。根石岳から天狗岳までの石礫を敷き詰めた緩やかな
「下って登る縦走路」が遥か長～くのびていて、天望荘から一緒だった先生３人
のパーティーが小さな人形のように見えます(^_^;)。
天狗岳から「天狗の奥庭」の岩を敷き詰めたようなコースに入ると、そろそろ
周りの景色を楽しむ余裕もなくなり、黙々と黒百合ヒュッテのビールと水場を思

いながら、ひたすら歩きます。で、肝心の黒百合ヒュッテですが、今年は水が少
ないらしく水場が使えません。殆ど水の流れていない水路に造られた井戸のよう
な所で、色のついた飲み水をもらうのが精一杯。一昨年は、豊富な水で身体を拭
く事も出来たんですが。
黒百合までに７時間かかっています。前述の先生パーティーはここで泊まりで
すが、我々は、
「ちょっと欲張り過ぎたか」と反省しながら、中山経由で宿泊予
定の高見石まで牛歩戦術の開始です。まあ、１６時というそれ程非常識でない時
刻に高見石に到着できましたが。ずっと良かった天気の方も草臥れたのでしょう
か、雲がかかり、ガスが出て来始めました。というわけで、ランプにクロカンと
天体観測で有名な高見石小屋ですが、夜空の観察は中止です。なお、ここでも総
勢１４名の宿泊でのびのびとできました。
明けて３日目は、のんびりと北八ヶ岳の散策です。いかにも北八ヶ岳らしい苔
むす樹林帯の丸山から無名峰を越えると国道２９９号沿いの麦草峠、赤い屋根が
かわいい麦草ヒュッテに出ます。ここで朝食をとり、茶臼山・縞枯山と縦走する
と、雨池峠に出ます。ここからは、山歩きというより手軽なハイキングコースで
す。ピラタスロープウェーから来たと思われる軽装のハイカーの中に、山歩きの
格好をした人がたまにいるといった感じになります。
縞枯山荘の前を通り１０分くらいでロープウェー駅のある坪庭に出ます。一周
２０分ほどの溶岩台地に、多分植えたものと思われる高山植物を「ウリ」にして
いる坪庭には、流石に観光客が大勢います。
ロープウェーからバスで２０分くらいのプール平は蔘科温泉になります。バス
停裏にの東洋観光には、公衆浴場の雰囲気ですが、３５０円と安く、もちろん山
歩きの汚い姿でも嫌われない温泉があります(^_^)。油断して、赤エビのように焼
けた腕と首筋の痛みを我慢して浴槽に手足をのばし、「ああ、天国」。リタイヤ
されてから、周遊券を使った「のんびり旅行」とか「ハイキング」に「安い公的
な施設を利用する」といった楽しみをされている方もおられて、味わいのある話
も聞かせてもらえます。
さて、風呂から出ますと、本降りの雨じゃないですか。いやあ、今回はラッキー
でした。というわけで、この夏一回目の山歩きを楽しんできました。
勝手に遊んで来て、長文のアップをしてごめんなさいのＹ．Ｙ．

表題:塔の岳－鍋割山
.塔の岳－鍋割山
*01* 日
付<]'93/08/15＠日付
*[02* 山
系<]丹沢＠山系
*[03* コ ー ス<]塔の岳－鍋割山
*[04 地図・案内<]
大倉から本谷山荘まで水無川沿いの林道歩き。途中に竜神の水という名水があり。林道の端には、作治小屋・戸沢山荘・
戸沢バンガロー・本谷山荘ほかのたくさんの山小屋。
本谷山荘からが山道もしくは沢登りのコース。登山道も書策新道の他に天神尾根、政次郎尾根がある。旧鉱山道という
廃道もあり。書策新道は、表尾根のカイサク小屋の御主人・渋谷書作さんが開いた登山道で、旧マンガン鉱道のあと。
沢あり滝ありという気持ちの良い道。沢を渡るので、厳冬期はアイゼン。大雨の後は不可。
（９３／０８／１４，１５） 天気がぱっとしないが、昨日購入したテントの試運転
予定していた村山さんは、予想通り不参加。急遽、連絡した橋口君は用事で単独行。
山歩きは慣れているが、キャンプには不安。濡れタオル１枚追加。水は３本。９．５Ｋｇ。
11:10 竹山発
まあ、行ってから考えようと朝降っていた小雨が収まったので出発。
11:52 町田
この時間帯は不便。12:06 発
12:45 渋沢
13:00 バス発
大倉で食事。カレーライス。雨が本格的に降って来る。しばらく雨宿り。
13:40 大倉出発
流石に登ろうという人がいない。
14:30 山の家分岐ﾍﾞﾝﾁ へえ、この前と時間差無いよ。ここらにはキャンプ出来そうな所有り。いざとなりゃ戻るか
と思う。
15:00 ベンチ
ここの奥にもキャンプ出来そう
15:15 駒止め茶屋
流石に重いときいてきた。体力使うのが良くわかる。１５分超過

15:35
16:15
16:40
16:50

堀山の家
広場あり
花立山荘
広場

17:00 金冷やし
17:15 山頂
18:00 塔の岳

18:30 テント

20:00

22:00 雨

04:00 目覚め

04:30 身仕度
05:00 挨拶
06:30 出発
07:07 大丸
07:17 小丸分岐
07:25 小丸
07:47 鍋割山
08:50 後沢乗越
09:07 一つめの沢
09:30 いつもの沢
11:00？バス停
11:38 バス発

15:45-16:00 休憩
ここもキャンプできそう。鹿が出てきた
４０分遅れか。気になっていた右足の腫れた感じは大丈夫の様だ
花立手前と花立。ここは風が強そうだが、いざとなればキャンプできそう。翌日、塔の岳山頂
であった大阪の男の子はここでキャンプしたようだ。
結局、２５分の超過。まあまあの調子。
５分休憩でキャンプサイトを探しに丹沢山方面へ
結局、日高まで行ったが、それらしい所見つからず、引き返す。小屋泊まりかなと思って、
黒沢さんに事情を話すと、下の広場を教えてくれる。まあもぐりのようで、少し暗くなって
からとのこと。
教えてくれた広場に２人組が先客。なんとか３張りは大丈夫。なんでもバイクキャンプを
していたが、最近のオートキャンプ場が嫌になって逃げてきたとの事。ベテラン、心丈夫だ。
鹿がすぐ目の前に来る
・テントは思ったより簡単に張れる。
・レジャーシートを下に敷いた方が良い。濡れと広げたりしまう時の作業場になる。
・ビニール袋はたくさん欲しい。特に、靴入れ。
・テントのありかを教える明かりが必要。小さなローソクランタンで良い
食事も終わり（といっても、レトルト赤飯）小屋にビールをもらいに行く。黒沢さんと話し
をと思ったが、客が大勢いるようで遠慮する。下界の数箇所から花火大会の音が響いてくる。
・バーナー付属の鍋は小さすぎる
本格的に風雨が強くなる。はらはらする。幸い、しみては来ない。１時間で収まった。
・少しでも、斜面になっていると寝にくいものだ。
・寒くなってきて、シェラフカバーの下にサバイバルシート。暫くは暖かいが、長時間する
と、身体から出た水蒸気が結露してくる。かなり濡れて、冷たい感じ。
といっても、なんか寝たのか起きてたのかわからない感じ。途中、記憶がとぎれているから
眠ったものと思う。それにいても、夜は明るいものだという事を再認識。
・やはり、少し寒い。シェラフいりそう。
となりのテントも起きたようなので、身仕度開始。
黒沢さんに挨拶。食事の用意（といってもインスタント焼きそば）
。
山頂で、大阪から来た男の子に会う。主脈縦走。

ファミリーの泊まりがいた。山法師は食えるそうだ。ここまでは元気。
途中、寄の方からもうカラオケの音。それにしても、重さが効いて、いやあ、きつい。
ここが一番沢らしい
-09:52 身体を拭く。沢登りの人が結構来ている
生ビールと味噌田楽

処女キャンプは雨の中
１３日にテントを衝動買い、１４日には試運転と無計画を絵に描いたような
慌ただしい山歩きをしてきました。
最近のテントは随分と進歩しています。２～３人用でも１．６Ｋｇと軽量で
すし、収納時は１３ｃｍΦの３３ｃｍ長とコンパクトになりますから、小さな
ザックにも十分収まります。
さて、神奈川県地方の天気予報は朝方と夜に雨との事でしたが、折角の衝動
買いです。
「これを活かさざなるものか」と、昼近くなって朝の小雨がおさまっ
たところで、これまた衝動的に丹沢に出かけました(^_^)。
それにしても、コンパクトとはいえ、テント・マットに加えて水・食料にコ
ンロとなると、小屋泊まりに使っていた小型ザックも流石にパンパンにはちき
れそう。か細い足が、あちらによろよろ、こちらにヨロヨロ。
どうした事か、こんな時の天気予報は良くあたりますね。早速、大倉の登山
口でザーッときました。なに、こんな事で挫けるわけにはいきません。１時間
の雨宿り。たとえ夜になろうと行くのだ・・・と、塔の岳を目指します。

小屋泊まりの荷物より、たかが２Ｋｇくらい重いだけですが、
「位置ポテン
シャルを高めるのに要するエネルギーは絶対に比例じゃない、指数関数的に増
大している筈だ。揚水発電のエネルギー効率は果たして採算に合うのか」と、
悩みながら、いつもより２割り増しの時間で山頂到着です。
ところが、どっこい、雨のため下がびちゃびちゃ。いえ、挫けまっせん！！、
挫けてはいけません・・・挫けないｿﾞｰｰｰｰ(:_;)。そのまま丹沢山を目指して足
を進めます。しかし、行けども行けどもキャンプ出来そうな場所が無いじゃあ
りませんか。流石に諦めて、塔の岳は尊仏山荘に引き返し、山荘の黒沢さんに
事情を話しますと、
「実は・・・・・」
。いやあ、
「旅の恥じはかきすて」じゃ
なくってえー、
「渡る世間に鬼はない」ないですよね。
おかげで、新品テントの試運転です。実は、山キャンプの初体験でもあった
りします(^_^;)。もうひとつ白状しますと、お化けが恐かったりもします。そ
れにしても、最近のテントは実によく出来ていますね。まるでプロのようにテ
キパキと（もちろん、極めて個人的な評価であります）組み立てられます。小
屋で購入したビールを楽しみ、下界のあちこちでやってるらしい花火大会の音
を聞きながら、さあ寝るか。
それにしてもシェラフカバーだけだと、ちと寒かった。お天気も気象協会に
義理立てして、１０時過ぎから結構な本降り。幸い、１時間で収まり、朝を迎
えます。朝、もう明るくはなっていますが日の出前に、テントの周りに足音が
します。なんだんべと、テントから顔を出すと鹿の顔がにゅーっ、いや驚きま
した。
といったところで、私の山キャンプ初体験を終わり、帰ってまいりました。
さあ、湿気をたっぷりと吸い込んだ道具の後始末が待っている(:_;)。
ＦＲＯＭ Ｙ．Ｙ．
（ＯＳＫ、50011）
＞Ｙ．さんのテントの話。人は見かけによらないものだなー感心（何に？）しな
＞がら読みました。
うんっ？、私の見掛けは・・・・・(^_^;)。じっくりとご相談したし(^_^)。
テントその他のアウトドア遊びに対する許可ですが、国立・国定公園は、国立公
園法とかで指定地以外での幕営は禁止されている、私有地は持ち主の好意もしくは
黙認であろう、と今の所は想像しています。それ以外の自治体の権限地とか村の共
有地もあるでしょうね。これらは、全く不明です。
「わからない時のネット頼み」という事で、全国の山のベテランが集まるボード
に問い合わせをしています。
糸矢さん、大滝キャンプ場に行かれたんですか。だいぶ酷い目にあわれたようで
すが、まあ星空にビールさえあれば、少々の苦労は問題じゃない・・カナ？
ところで、大滝キャンプ場の更に奥で工事中というと西丹沢自然なんとか館も
通り過ぎたのかしら。確か、そのまま行くと山中湖の方に抜けていましたよね。

表題:大山－日向薬師－七沢温泉
.大山－日向薬師
*[01* 日
付<]'93/08/29＠日付
*[02* 山
系<]丹沢＠山系
*[03* コ ー ス<]大山－日向薬師
*[04 地図・案内<]
［コース］ 小田急秦野＝ヤビツ峠－大山頂上－見晴台－日向薬師－七沢温泉
約 1200 年前、良弁大僧正によって開山。別名 阿夫利山または雨降山。標高 1252ｍ，表登山道のケーブルを利用して
も、ヤビツ峠からでも、標高差 約 500ｍの登り。高尾の様に公園化していないが、指導標もしっかりしており、道もま
あまあ整備されている。表登山道、ヤビツ峠、日向薬師、広沢 寺とコースがある。交通の便が良い表コースは、信仰登
山のお年寄りから家族ハイクの幼児づれまで、天候，季節によらず結構の人出。

（’９３／０８／２９日）プールにしようと思ったが、駐車場が満杯で引き返す。悩んだ末、大山に行く事に
10:00
10:25
10:55
11:30
11:45
12:05
13:07

鴨居発
町田発
伊勢原発
出発
ケーブル駅
出発
頂上

13:45
13:55 下山
14:45 見晴台
15:30
16:10
16:25
18:??

林道
バス停
バス発
帰宅

バス便都合悪くて、連れ合いに送ってもらう。快晴。
大山への道路は自家用車で満杯。大山講の人も多いようだ。
１０分間隔に増発。やはり人が多いのだ。祭りもやってうようだ
お参りの後、いよいよ歩き。残念ながら曇り始めて見晴らしは駄目
奥の院が開いていた。お参りの後、すぐ裏へ。３人しかいない。いつもの場所が開いてい
たので、食事の支度。
結構、手際よくやったつもりだが、それでも時間がかかる。箸か簡単なペンチみたいな
ものが欲しい。軍手してると、湯でやけどする。
５分休憩。そんなに人がいない。自分がどこを登ってきてどこへ行こうとしているのか
わかっていない若者二人に会う。阿夫利神社も知らない。
右膝が少し痛くなる
もちろん、ビール。トイレの白濁した水道で身体を拭く。
なんともなかった左の膝が寝る前にいたくなり、翌日はびっこ。どうしたんだろ。

今朝も快晴のプール日より。オープン前のいつもの時間に到着しましたが、
皆さん同じ事を考えたのか、駐車場はもういっぱい。すごすごと帰ってきまし
た。じゃ、
「山だ！」と言っても、もう９時半も過ぎています。横浜線沿線で
この時刻から日帰りで遊びに行ける山というと、ケーブル利用の大山か、中央
線相模湖の石老山くらいでしょうね。
というわけで、迷ったすえに数十回目の大山に行ってきました。登りは、最
も一般的な伊勢原からバス＆ケーブル利用で約１時間の歩きです。下りは日向
薬師に出て、約２時間の歩きと軽ハイキングです。
標高１２５２ｍと低いため、夏場向きの山ではありませんが、結構の人でし
た。もっとも陽射しは強いですが、空気の感じ／風の感じはもう秋という印象
です。
ＯＳＫ、JBA31091
それにしても、夏だ、山だという事で、大山に来る人も多い。殆どの人は
山歩き馴れしてないようだ。
見晴台を過ぎた所でであった高校生か大学生の若い男の子ふたりには驚かさ
れた。ここをまっすぐ行くとどこへ出る、と聞かれた。説明すると、阿夫利神
社も知らない。
遅く出たが、１８時ちょっと過ぎには戻れた。日帰り山行きで自炊は面倒だ。

表題:高川山
.高川山
*[01* 日
付<]'93/09/19＠日付
*[02* 山
系<]中央線＠山系
*[03* コ ー ス<]高川山
*[04 地図・案内<]アルペンガイド丹沢
［コース］中央線初狩－自徳寺－墓地－椎茸栽培場・登山口－旧道・新道分岐－旧道・新道合流－山頂
山頂－鞍部／田野倉・禾生分岐－田野倉村道－田野倉駅
標高は９７５ｍと低いが、山頂から富士山その向こうに南アから秩父、奥多摩さらに丹沢と３６０度の展望が得られ
る。最近まで、道が明瞭でなく、地図読みが必要であったが、整備され、一般ガイドブックにも掲載されるようになった。
実際、今回は人でも多く、なんとなく俗化してしまったという印象。
（’９３／０９／１９）１年半ぶり。膝のリハビリで手軽な山という事で、石老山か高川山を選択。高川山の方が
遠いが、歩きは楽。

7:44 竹山
7:54 鴨居
8:33-8:39 八王子
9:35 初狩
9:45 出発

10:xx 椎茸栽培

10:xx 旧道分岐

11:xx 合流
10:57 山頂

11:25 出発
11:xx 鞍部
12:40 村道

13:05 田野倉駅
13:20 電車発

小雨
初狩まで１２６０円
いやあ、１年半前と同じだ
大学生の１０人くらいの集団他、結構な人出。大学生集団はトイレ待ちで遅くなる。
駅前をすぐ右に取ると、ガード。くぐって、左にゆっくりと登ると自徳寺。すぎると墓地で、
結構大きい。
ガードくぐって右のすぐの所に民宿あり 参籠八幡 個室、岩風呂あり
結構、大きな規模。きのこは採取されたらしい。ここまでで、数人の団体と１０人くらいの
団体を抜く。
この端が登山口で、左に分岐して登り始める。
天狗岩へ行く旧道と、直進する新道の分岐。旧道は閉鎖されてしまった。
結局、天狗岩にはたどりつけず。ここで、山百合会の３６人の団体を抜く。
膝の具合をみながらでゆっくりと登っているが、あまり山歩きになれない人が多いのか、
皆さん更に遅い。
新道と合流。ベンチあり。
ゆっくりのつもりであったが、１年半前より２０分近く早い
それにしても、一杯いた。おそらく７・８０人はいる。残念ながら、対面に広がる山並みは
雲をかぶり、眺望は駄目。富士山も見えない。３６人団体にいたこまっしゃくれた女の子が
うるさい。
11:45 出発
すぐに、田野倉と禾生の分岐になる。今回は田野倉資料館の方に直進。ところで、ここに
ま新しい「熊に注意。熊を撃たないで」の札。
コースガイドにベテラン向きと書かれているせいか、ひとっこひとりいない。山頂の賑わい
が嘘のようだ。途中に赤松の林、ひょっとして松茸が・・・。ガサガサ音がするので、
ドキっとして斜面を覗くと、おじさんふたりが、藪の中をやさがしいている。
ビール売ってるところない
八王子 ９３０円
鴨居で５３０円
歩き足りず、鴨居から家まで歩く

ひょっとしら松茸が o(^-^)o ﾜｸﾜｸ
山の中をふらふらとさまよっていまして、ひょっとしたらと
思われる場所を見つけました。ただし、ざっと眺めた程度では、
残念ながら見つける事ができていませんので、来年の夢にとっ
ておこうかと思っています。
それにしても、近くに真新しい「熊に注意」の札が出ていた
なあ(^_^;)。

表題:札掛、長尾尾根、書作新道
.札掛、長尾尾根、書作新道
*[01* 日
付<]'93/09/26＠日付
*[02* 山
系<]丹沢＠山系
*[03* コ ー ス<]札掛、長尾尾根、書作新道
*[04 地図・案内<]

（９３／０９／２６） 雲は多いが、久しぶりの晴天
7:34
7:45
8:06
8:43
9:30

竹山発
鴨居発
町田発
秦野着
ヤビツ峠

9:40 出発
10:35 大山北尾根
10:47 森の家

モヤのために丹沢の展望無し
いやあ、ハイカーが多い。それも若い人が結構多い。
8:54 発 満員御礼だ。
森林育成ボランティアの人達数十人が集合していた。すぐ上の斜面にあがっていって、下草狩り
を始めた。門戸口への下り口は、荒れているという事なので、舗装道を行く事にする。
みなさん、表尾根方面へ。
の下り口。流石に、歩いているのは俺だけ。車、バイク、ＭＴＢはそれなりに通る。
ヒッチハイクできなかった。
東丹沢県民の森入り口の林道沿いに流れる藤熊川を吊橋で渡る。広かった河原に県立の立派な

施設。少し前から雨量が増えてきた。トイレ拝借。外に夫婦２組がいたが、歩くのかな
丹沢ホームの敷地の中をつっきる。
分岐。左にとると、長尾尾根経由で大日、右へ行くと尾根沿いに森林歩きの黒竜線、直進して
下ると、本谷の方へ。７００ｍちょいだから、ヤビツ峠の標高に戻ったかんじ
11:50 キュウハ沢
分岐
12:00 ヤブの中
踏み跡をたどる。途中でＹ字分岐。どうも、まっすぐというか右というか、そちらの方が踏み
跡明瞭。何の印も無し。とりあえず、そちらへ進むが、方角がおかしいので戻る。ここは迷い
やすそう。姿は見えないが、男性二人組の下りて来る話し声。
12:05 フェンス
はしごでこえる。２～３回目のフェンス越え。ここも迷うかも。良く見るとヤブもなくなった
登山道が見える。やっと、本格的な登り。
12:20
檜植林の中を、急登
12:30
｜
12:40
フェンスくぐって通常の登り。少し草が多い。
12:50 ベンチ
新大日２．４Ｋ、札掛３．１Ｋの標識
13:07
｜
１０３５ｍ
14:00 札掛分岐
沢に沿った道への分岐。ここらたりは、ぶな原生林。茸も多そう。県の環境部による丹沢
大山総合調査という看板のついた２ｍ四方くらいのフェンス。なにをしてるんだろ？
14:22 新大日
直前は、急登。流石に人がいた。
14:40 カイサク小屋 もう片付けで金勘定中。湯もなくコーヒー駄目であった。
15:25 本谷
途中、なにげなく入ってきたらしい父子。小学生らしいのがヒーヒー言ってるし、親父さんも
あまり慣れていないようで、反省しながら下っている。迷いそうな所で待ってあげた。本谷で
１５分ほどいたが、ついに姿見せず？
16:15 林道
17:50 大倉
流石に暗くなった。滝沢園の駐車場に鹿がいた。
17:52 バス
11:00 出発
11:34 下の丸？

因縁いわく付きの丹沢は長尾尾根歩き
丹沢の長尾尾根といっても、知っている人そんなにいないかも。
小田急秦野駅からバスで４０分くらいのヤビツ峠は、大山、塔の台
そして塔の岳につながる表尾根コースの起点になるので、ご存知の
方が多いと思います。実はこのヤビツ峠までの舗装林道は、更に北
進して宮が瀬までつながっています。その途中の清川村（これが、
また広～い村なんですね）の札掛には、国民宿舎の丹沢ホーム、県
の施設である森の家等があります。この札掛から表尾根の新大日ま
で続く尾根が長尾尾根といわれています。
やはり近くにある大山北尾根と同じ様に、ブナを中心とする原生
林のきれいな尾根です。このあたりの北斜面に特有の樹林相なんで
しょうね。
で、なにが「いわくつき」？。はい、昨年の梅雨時に、雨の中を
長尾尾根の取り付きである「上の丸」まで行った時の事です。雨に
濡れた下草をかき分けて、上の丸に到着すると、足の踝付近が痛痒
い。なんだろうと、ズボンの裾をめくると、厚手の靴下の上から蛭
が頭を突っ込んでいます。このやろうと、引っ張ってもズルズルし
てて掴めない。煙草の火で焼くとポロっと落ちてきます。一応、退
治したつもりで、スパッツをつけて県民の森を林道まで下りてきま
したが、ここの蛭はたくましい。スパッツなんぞはなんの防御にも
なりません。林道で調べると、なんと１０匹近くが脛のところで、
のたくっています。流石にゾーっとしながら退治しました。
で、万全と思って帰宅してからが大変。家内が汚れものを洗おう
とした時にニョロっと顔を出したものだから、ギャーに続いて家庭
争議です。まあ、なんとか収まりましたが、その後、蛭に吸い付か
れた所がケロイド状になって痒みがとれない。メスを借りて自分で
切開してみたが治らず、結局お医者にかかりました。
表丹沢にも蛭はいるようですが、人にはつかないようです。どう
も北側方面は要注意のようです。今回も、家族の冷たい視線を背中
に感じながら家を出ました。まあ、天気も良いし、もう寒くなりか
けてますから、大丈夫な・・・筈です。

前置きが長くなりましたが、そういったわけで札掛から長尾尾根
経由で表尾根の新大日に出て、書作新道から大倉に下山しました。
ヤビツ峠の標高が７００ｍ強あるのに、札掛だと５００ｍくらい
です。わざわざ１時間強をかけて２００ｍも下り、かつ目標から遠
ざってから、約１２００ｍの表尾根まで戻るという非常に非効率的
なコースとなります。従って、全くもって人影なしの状態です。
一部、軽い藪漕ぎの部分があり、標識もないために迷いやすい所
が２ヶ所あります（実際、１ヶ所では、戻る羽目になった）
。大部
分は樹林の中の気持ちの良い尾根道です。薄暗いところもあり、人
の気配が全くないと幻聴が出てきたりして・・・実際、
「こんにち
わ」なんて挨拶をされましたが、人影無しなんて事も(^_^;)。
痛めている膝をかばっているせいか、コースタイム２時間半のと
ころを１時間も余計にかかって新大日に到着しますと、流石に表尾
根です。大勢のハイカーが塔の岳あるいは逆のヤビツ峠方面に行き
来してます。ここから、ヤビツ峠方面に少し戻ると、書作新道の分
岐があります。ここも、今回は人が少なかったですね。間違って、
足を踏み入れたらしい父子がいるのみ。ここは、滑りやすい斜面に
ミニ沢登り（下り）がありますが、よく調べないで入って来る人が
時々います。まあ、冬場以外は大丈夫だと思いますが、はらはらし
ます。
このコースでも１時間余計にかかって、大倉についた時は、もう
日没して暗くなっていましたが、おかげで夕食の採取に出てきた鹿
にも会えました。

表題:茶臼岳、朝日岳
.茶臼岳、朝日岳
*[01* 日
付<]'93/10/16＠日付
*[02* 山
系<]那須＠山系
*[03* コ ー ス<]茶臼岳、朝日岳
*[04 地図・案内<]

（９３／１０／１６） 雲多し。沿岸部は雨との事で思ったほど寒くない。朝日登山
6:07
6:16
6:32
6:40

竹山発
鴨居発
東神奈川
横浜

次は、6:28 間に合うか？

やっぱしガイドの久子さんがツアリーダーとしていたが、別コース。我々のは神谷さん。
一度どこかをで世話になっているが。
中型バス、満席。４０人らしい。
10:43 那須ＩＣ
３４０ｍくらい。まだ少し色がつきはじめたかなといった感じである
温泉神社
殺生石 ８００ｍくらい。流石にだいぶ色付きはじめている
駐車場まで
１２５０ｍくらいのところになると素晴らしい紅葉が広がる。
茶臼岳の下の岩に草が取り付いた状態、その右側にはゴツゴツとした岩が屹立。更に右側は
足だけの麓にあたるが、緑の絨毯にビロード玉のような紅葉
11:40 峠の茶屋出発 ロープウェー駅の少し上、ここから登山道
12:15 峰の茶屋
ここのくるまでの間は、左に石のごろごろした茶臼岳、右には赤岳ー横岳の間のような鋸の
ような岩が天を突き刺すように屹立。
12:45
ここらあたりでは、雲とガスで見晴らしはなく、視界が１０ｍくらいか。風も強くて寒い。
１７１５ｍ。結構、大勢の人が崩れそうな避難小屋の周りに。ここで食事。
13:15 茶臼岳
高度計では１９０５ｍ．結局、誤差は数十ｍか。本当にガスの中で、噴火口も見えない。
13:25
ロープウェーからの客も交じり大勢。ガスの中に昭和天皇が皇太子時代に登った記念碑を
見つける。
13:50 峰の茶屋
14:35 朝日岳

１８９０ｍ。ほんとう、横岳への縦走路と似ている。ごつごつした岩の中、横のトラバース
、鎖場。あれほどの規模と危険性はないが

15:20
15:50
16;00
20:20

峰の茶屋
峠の茶屋
バス出発
横浜着

時々、ガスが晴れると素晴らしい光景、おおいに写真をとる

紀行文
さて、テニス大会にソフトボール大会と研究所でもスポーツ
三昧であったこの１１月１６日、私はいつもの単独行と一味違う団体
山行きで汗を流してきました。
玉藻伝説とか那須ノ与一の領地だったという事で有名な那須の茶臼
岳（１９１７ｍ）と朝日岳（１９０３ｍ）に日帰りで行ってきました。
茶臼岳（那須岳）にはロープウェーがありますが、これだと殆ど山
頂まで上がってしまい、とても山歩きとは言えません。実際、ロープ
ウェーを利用する軽装スタイルの大勢の人と我等のようなハイカーが
混在する中、縦走スタイルの重装備の人もいるという状態です。
我々は、ドライブウェーの終点である峠の茶屋から登りましたが、
実は、この茶屋の標高はもう１５００ｍ弱ですから茶臼岳までは、１
時間ちょっとの楽チンコースです(^_^;)。峠の茶屋から３０分強で
左にとると茶臼岳、右にとると朝日岳の縦走路である峰の茶屋に出ま
す。
ところで、茶臼岳が最後に爆発したのは１００年前？とかで、まだ
噴煙を上げている活火山です。岩の隙間から硫黄まじりの蒸気も出て
いまして、茶臼岳と朝日岳の中間になる鞍部（峰の茶屋）から茶臼岳
山頂にかけては植物もまだ生きていけないようです。岩がゴロゴロし
ているのみです。
また、峰の茶屋から朝日岳にかけては、溶岩？が高く槍のように空
に屹立した奇観の中を歩きます。そうですね、八ガ岳の赤岳から横岳
の縦走路によく似てます。もう少し歩きやすくて、コースも短いいと
いった感じです。こちらの方には多少植物も入り込みはじめています。
そろそろ枯れはじめたリンドウの花、背の低いツツジらしきものが点
在してました。
残念ながら雲とガスで遠景の展望は全く得られなかったし、茶臼岳
の噴煙も見えず、吹き出す音のみの観察となりました。それでも、中
腹の紅葉は真っ盛りで、ときたま射す日光に映えて見事でした。更に、
峰の茶屋から朝日岳までのアルペン的なコースを堪能する事も出来ま
したし、まあまあ良かったかなと思っています。
特に朝日岳の中腹は緑の絨毯を敷き詰めた中に、紅葉した灌木が、
まるでビロードで作られた紅い玉のように点在しています。すぐ上の
ゴツゴツしたアルペン雰囲気とあいまって素晴らしい光景を演出して
います。
さて、那須には御用邸があるためか、天皇ご家族は茶臼岳によく登
られているようですね。茶臼岳では、やっと目の前が見える程度のガ
スでしたが、通行路から少し離れた所に、ボーッと霞んだ棒のような
ものが立っています。なんだろうと、近寄って見ますと石柱です。
「皇太子殿下 腰掛けの石」といったような字が彫られています。
「えーっ、最近の天皇ご一家にしては随分と大時代な」と思って、裏
を見ますと大正ＸＸ年となってました。
そういえば、先日も皇太子と雅子さんが登られる予定であったが、
風が強くて断念されたとか。峰の茶屋は風の強い事で有名で、下手す
ると人が吹き飛ばされるそうです。風よけなんでしょうね、今にも崩
れそうな小さな避難小屋があります。
確かに風が強く、気温の低さとあいまって、冬山用の身体に強制順
応させられました。横浜に戻ってきますと、暑くて汗をかいてしまい
ました。

表題:三ツ峠
.三ツ峠
*[01* 日
付<]'93/11/03＠日付
*[02* 山
系<]富士山＠山系
*[03* コ ー ス<]三ツ峠
*[04 地図・案内<]２万五千地図 河口湖東部 るるぶハキングガイド

アルペンガイド東京周辺ワンデイハイク

［コース］ＪＲ大月＝富士急行三ツ峠－達磨石－八十八大師－富士見山荘－開雲山－富士見山荘－木無山
－天上富士見台駅－河口湖駅＝大月
交通の便も良く登山道も整備され、目の前にせまる富士山から遠く八ガ岳、南アルプスまで広がる眺望に加えて、ロ
ッククライミングの練習に使われる屏風岩に代表される高山的な岩峰と人気の高いコースである。
いくつかのコースがあるが、三ツ峠駅からの表登山道は約１時間の簡易舗装された林道を歩いて、やっと山道に入れ
る。２時間半のかなり 急勾配の山道をとうってやっと山頂にいたる。途中、ロッククライミングの練習をしている屏風
岩がる。その手前に左に富士山、正面に双子のそそりたつ峰（御巣鷹山、開雲山）の豪快な眺めあり。山頂まぎわの鞍部
にある山小屋をとうりすぎて約１０分で１７８６ｍの開雲山山頂。ＮＨＫの中継所が無粋であるが、北八ツ、南アから富
士山、箱根と３６０度のパノラマが得られる。山小屋に戻り、なだらかな尾根をたどると草原状の木無山。お花畑の標識
があり、夏にはいいらしい。ここからロープウエまではなだらかな、えらく長い尾根歩きとなる。
（’９３／１１／３
5:30 起床
6:13 竹山発
6:24 鴨居発
7:07 八王子
7:27 高尾
8:15 大月
9:04 三ツ峠着
9:17 出発
10:18 だるま石
11:40 八十八大師

日）

曇っているが、次第に良くなるとの事

三ツ峠までの切符を窓口で購入。時間余裕ないので注意 １９５０円
高尾乗り換え 去年は、7:03 八王子発甲府行き（後３両が富士急線へ）だったのに(~_~)
小淵沢行きの普通。１２月にはまたダイヤ変更との。
8:33 発。これってＪＲからの直通だったよ。結局、八王子で待ってても同じ事。
去年の 8:38 より３０分遅くなる。グループ登山が多く、十数名。
去年は 8:50。 まだ曇天だ。
結局、休憩とらず前進。
初めての休憩１５分。休まなかったせいか、ここに到着は去年と同じ時刻
ここまでの途中の紅葉は黄色を基調にした黄葉。中間色のシャワーといった趣の林の中を急登。
12:30 富士見荘
途中のロック練習場の手前のガレ。正面に広がる三つの峰に見られる筈の戸真っ赤の紅葉は
終わってしまっていた。
多少、青空も出てきた中に、富士山の大きな姿。山頂には砂糖をまぶしたような雪が。黒い
稲妻状のの道？が山頂に延びている。
結局、休憩せずにそのまま山頂へ。
12:40 山頂
去年より４０分弱短縮！！ 山頂には大勢の人。東京と横浜の朝日旅行のグループとぶつかった
ようだ。YAMAWIN で打ち出した展望図と照合。まだ、雲は少し残るものの晴れ渡ってきた。
見通しもよくて、南アはもちろん、八ガ岳、遠くに冠雪した北アが見える。南アは本当に目の前
という感じ。八ガ岳は、阿弥陀、赤岳、硫黄岳が明瞭に見える。
南は、農鳥岳、間ノ岳、北岳、仙丈岳の区別が(^_^;)。どれもどっしりとしてよく似ているものなあ。
東京方面はスモッグでかすみ、識別出来ない。秩父の方は同定しないまま食事を終り下山開始。
13:00 下山
四季の家の裏、公衆トイレは凍結で使えない。
横浜の朝日旅行は神谷さん担当。挨拶して、ついでに YAMAWIN の出力をプレゼント
13:20 木無山
13:33 まで残しておいた卵を食べる。この間に朝日登山が先行したようだ。
途中、追い付いてしまい、集団行動。鉄塔下で休憩するとの事で神谷さんに挨拶して別れる。
バスに誘われたが、折角の単独なので遠慮する。
15:10 ロープウェ いつもは、人気無しの山道を夕暮れの中、歩いたが、今回はやたらに大勢いる。
駅も混雑しているので、即、ロープウェの乗る ３４０円
15:51 河口湖駅発 ホリデーピクニック号でＪＲ直通。ビール飲む隙もなく飛び乗ったが、これがすごい混雑。
通路、デッキまで一杯。それに酒盛りと高笑いで頭が痛くなる。大月で下車する事にする。
大月でいったん下車し、ホームで煙草を楽しむ。ぶらぶらと先頭車両の方に歩いて行ったら、
甲府からの列車と連結していて座れるではないか。ラッキー。それに静かだし、アルコール臭
もしない。
紀行文
三ツ峠に恒例の紅葉見物に行ってきました。
冒頭から話がそれてしまいますが、巷でははやくも米が消えかけているよ

うです。横浜の生協では入荷量が減っているらしくて、いつも米を積み上げ
ている場所には、うどんとか麦が置かれているそうです。ある時間帯に入荷
はしているようですが、すぐさま消えてしまうとか。
消費者による多少の買いだめもあるとは思いますが、おそらくは業者によ
る買い占めが横行し始めているんじゃないかなと邪推しています。
まあ、株・土地・為替市場どれをとっても、
「いかに儲けるか」が活動の
駆動力になっていて、それがまた活性化にも結び付いている以上、当然の事
だとは思いますが、寂しいですね。
ところで、マスコミの騒があまり大きくならないという事は、既に政府も
承知しており、自主的なものも含めてなんらかの報道規制がかかっているの
かな。となると、近々対策もされるでしょう。
ちょっとした天候異変でも、米は採れなくなるは、エアコン不況でダイキ
ンが給与カットだとたいへんなものです。話を戻しまして、紅葉も今年は少
し早いようですね。三ツ峠も中腹は「黄葉」真っ盛りで、黄色を基調にした
落ち着いた雰囲気の中間色に染まりながらの登りとなりました。しかし、真っ
赤に燃える紅葉が売り物の頂上付近では、もう葉が落ちきっています。
たいへん暖かい一日でしたが、意外と眺望はよく、頂上付近が白く砂糖を
まぶしたようになった富士山はもちろん、南ア、八ガ岳もくっきりと稜線を
浮かび上がらせていました。その更に奥には冠雪した北アの峰峰が顔をのぞ
かせています。流石に、北アの山の同定までは無理でしたが、久しぶりにス
カッとした眺望で大満足(^_^)。
あまりの人の多さには若干辟易しましたが、あまりにも有名な山に行く以
上、しかたないですね。次は、少し汚れた感じの黄葉になりますが、人の少
ないのが取り柄の丹沢に行く事にしましょう。

表題:鍋割山（寄）
.鍋割山（寄）
*[01* 日
付<]'93/11/07＠日付
*[02* 山
系<]丹沢＠山系
*[03* コ ー ス<]鍋割山（寄）
*[04 地図・案内<]２万五千地図 秦野、大山

アルペンガイド 東京周辺ワンデイ・ハイク

［コース］小田急新松田＝寄－鍋割峠－鍋割山－後沢乗越－二股－大倉＝渋沢
塔の岳直下の金冷シの頭から西の延びる尾根を鍋割山稜といって、大丸，小丸をへて代表的なピークの鍋割山約１２
７０ｍにいたる。大倉尾根から入るコースと後沢乗越より北上するコースがある。後者は、登山者の多い大倉尾根に比べ
て静かである。途中、県民の森，登山訓練所をへて二股より沢を横切って植林の中を後沢乗越にいたる。ここからカヤト
の中の登りとなる。ゆるやかなピークを二つ越すと山頂。山頂には鍋割山荘があり、宿泊も可。塔の岳にいたる鍋割山稜
はぶな林の中の気持ちの良い尾根道。
今回は、寄からの非一般コースを行ってみる
（’９３・１１・０７） 曇り、一時晴れ。帽子忘れてしまった
7:13 竹山
7:25 鴨居
7:46 町田発
8:35 新松田着 駅伝とかで混雑。西丹沢方面のハイカーは多いが寄は少ない
9:00 バス発車
9:28 寄着
高年集団と年寄り夫婦を連れたおばさんは田代向で下車。少し若めの女性集団は終点から高松山へ。
奥に向かったのは俺と森林ボランティア？の集団のみ。みんなの森辺りでこの集団とも別れて、
俺だけになる。キャンプ場もひところよりは少ない。
9:40 出発
前の１０分遅れ
10:25 登山道
10:40 広い河原 ここで下山して来る外人女性含む３人に会う。
10:55 やどろぎ沢 なかなか味のある紅葉風景だ。
11:25 ベンチ
11:40 寄コシバ沢
52
期待した沢の両側から迫って来る紅葉といった部分は少ない。でも２～３箇所におつなとこあり。
結局、登りの人とは全く会わず、水流の音に自分の足音、時々風でこすれる葉音。落ちて来る葉が

地面に当たる音と静か。途中、水が伏流になると、耳の奥でシーンとかえって圧迫を感じるほどだ。
沢からは左の方に離れて行く。その手前の沢幅２０ｍくらいのところにいいとこあり。
少し遅めかな。途中、下山して来るうるさいおじさん集団に遭遇。
ここでも、おにぎりひとつ。
１０分遅れか。沢では青空になっていたのに、完全な曇天。風も強くなり震え上がる。
一応、ビールも買ったが、食事終了でそそくさ。

12:40 鍋割峠
50
13:10 山頂
40
14:25 後沢乗越
14:50 ミズヒ沢
15:07-15:15 二俣 黄色い花が一輪ひっそりと
16:20 大倉

紀行文
丹沢で静かな紅葉狩りに
１１月３日に行った三ツ峠が大勢の人で溢れていたため、今度は
静かな場所で紅葉見物をと、丹沢は寄から鍋割山を目指しました。
丹沢も秦野からヤビツ峠あるいは新松田から西丹沢方面を訪れる人
は多いですが、寄から雨山峠もしくは鍋割峠から鍋割山に行く人
は、あまりいないようです。
寄は丹沢では由緒のある村ですが、車道は整備されているとはい
え、新松田までバスで３０分以上かかる交通の便の悪いところで
す。ところが、非常に活性化された村で、次々と新築の一戸建が建
築されています。別荘ではなく日常生活を営む家のようです。
もちろん、キャンプ場、テニスコート、民宿もあります。地方活
性化の成功例でしょうね。
さて、予想通り、いや予想以上にハイカーは少なく、結局、山頂
まで誰にも会わないという、静けさを通り越して若干寂しい山行き
となりました。実は、本日の主目的は、寄からいくつかのピークを
越えたところ、鍋割峠に分岐する沢歩きの道にあります。賽の河原
のように石の敷き詰められた２０ｍくらいの川幅に両側から急斜面
が落ちてきています。この斜面の広葉樹が色付けば、石の庭園とい
う人もいるくらいの沢の景観とあいまって、きっと素晴らしいもの
があるだろうと期待いっぱいです。
紅葉の名所のような鮮やかな真紅に燃える紅葉といった艶やかさ
はありませんが、濃い緑と淡い緑に黄色、橙色、オレンジ色の混じ
った落ち着いた中間色の紅葉、そして横を流れる清流の音、いやあ
良かったですね。この間だけ、青空になり明るい日光も射すという
至れり尽せりの歓待を受けました。
ここで引き返してもよろしいわけですが、もう山頂まで二・三十
分です。折角だからと登りましたが、急に冷えこみ出したうえ、強
い北風も吹き出して、寒い事。震え上がってしまいました。そそく
さと、一般コースである後沢乗越－二俣経由で大倉に下山しまし
た。いつもは、それなりに人の多い山頂とこのコースも、どういう
わけか閑散としていました。
日帰りの穴場かも(^_^)
ＰＳ 陣馬山の紅葉はどうでした？ ＞ Ｍｒ．Ｏ

表題:金時山
.金時山
*[01* 日
付<]'93/11/14＠日付
*[02* 山
系<]箱根＠山系
*[03* コ ー ス<]金時山
*[04 地図・案内<]２万５千地図：関本

るるぶ関東周辺ハイキングガイド

［コース］小田急小田原*(湖尻行)*仙石－矢倉沢峠分岐－金時山－足柄峠コース合流地点－夕日の滝－地蔵堂*新松田
箱根外輪山の最高峰（１２１２ｍ）で、山頂下４～５００ｍあたりから急勾配に飛び出しており、ひときわ目だつ山で
ある。この山容から以前は猪鼻ガ嶽と呼ばれていた。登山コースはいくつかあり、箱根側から３コース、関本側から４コ
ースある。矢倉沢峠方面を除きどのコースも急勾配で大石の中を鎖を頼りに登っていく。関本方面から登り足柄コースと
の合流点は富士山の眺望が素晴らしい。山頂は、岩がゴツゴツ露出しており、案外と狭いが、２軒の茶屋がある。足柄方
面の茶屋が金時茶屋として有名。頂上は遮るものがなく見晴らし良好。富士山が前面に開け裾野全域を見渡せるかんじで
ある。左方面には芦ノ湖。但し、外輪山を見渡す雄大さは明神ガ岳のほうが優る？
（９３／１１／１４） 昨夜の豪雨もあがり、晴てきそう。とよ歩会／ＣＡＢＩ－ＮＥＴのイベントとしては中止
渡辺、佐藤、村山、Ｙ．夫婦と参加
6:44
6:54
7:2?
8:25
9:25
9:40
10:05
10:55

竹山発
鴨居発
町田発
小田原
仙石着
登山開始
矢倉沢峠
山頂

天候のせいかハイカー少ない
8:35 バス停４番より発車
仙石原の手前。高度約６００ｍ。
10:15

12:20 下山
13:50 分岐
14:20 夕日の滝
14:50 地蔵堂バス発
15:35 バス発
新松田で乾杯

雲はかかるものの富士山くっきり。コンパスグラスと YAMAWIN の出力で９度もずれる
のは何故？
雲で更に遠くは眺望なし。食事中に次第に雲とガスが広がり、富士山も隠れる、芦の湖
も見えなくなった
暖かくゆっくりと雑談
はしごというか鉄製の階段は整備されていた。思ったほど、昨晩の雨の影響はなく、
歩きやすい。
結構沢を渡りかえすが、水量はそんなに増えていない
もうバスがいて、茶店によろうかと悩んだが結局乗車。
前の記録より５分速くバスが出ているようだ。

紀行文
金時山ハイキングの報告ですよ
土曜日、夜の凄い雨におそれをなして、研究所の方にも声をかけ
ていた集団ハイキングは中止しました。
しかし、この程度の天気におそれをなしたのでは、我等アウトド
ア派の名折れであります。というわけで、今回は個人山行きの集合
という形態での決行をしたのは言うまでもありません。
参加者は、パソコンネットからカヌーイストの鍋さんというライ
ターの方、地域団体からＣＡＤソフト会社の偉い人（？）と都市開
発会社のバリバリ若手のふたり、それに私共夫婦の５名であります。
予定通りの８：３０に全員が集合した小田原駅・バス停には、天
候のせいか、いつものような大勢のハイカーはいません。おかげで
ゆったりと座れた車窓から、箱根を流れる早川の川岸に広がる紅葉
を楽しめました。箱根外輪山に紅葉狩りと称してシーズンに一回は
登っていますが、正直言うと、この早川周辺が箱根の紅葉で一番見
事ではないかなと思っています(^_^;)。
さて、仙石から登り始めて約１時間、予定より早く着いた山頂で
目の前の富士山を堪能できたのは、カヌーイストにしてフリークラ
イマーであるネット仲間の力強いペースメーカー、牽引力のおかげ
です。というのは、暫くすると雲に富士山も隠れてしまい、芦の湖
もガスの中となってしまいました。もちろん、南アルプスは影も形
もありません。折角用意していった展望図（WINDOWS のフリーウエ
アで出力）に望遠鏡の視野の中にコンパスが表示されるコンパスグ
ラスも出番なし。もっと自慢したかったのに(^_^)。

それにしても暖かくて、山頂に１時間半ちかくも長滞在してしまい
ました。下山は足柄峠方面にとり、夕日の滝を経て地蔵堂のバス停の
コースです。このコースですと、田舎道を走って新松田に出られます
ので、渋滞に巻き込まれずにすみます。
昨日の雨の影響で水量の増えた夕日の滝を堪能し、地蔵道に到着し
ますと、１４：５０発のバスが待っているではないですか。しかし、
バス停の横の茶店からは、うまそうな田楽におやきの香りがしてきま
す。乗るべきか、食うべきか、ビールもあるでよ。いやあ悩みますね。
しかし、意志堅固な我等です。未練を振り捨て、バスに乗りました。
なに、疲れた身体に空いているバスの誘惑の方が強かっただけですが。
ビールは新松田にもあるってなわけです。
というわけで、新松田の店で乾杯、そして次の山行きを約して解散
いたしました。
ＰＳ また、計画します。今度に懲りずに是非ご参加下さい。

表題:茅ヶ岳、金ヶ岳
.茅ヶ岳、金ヶ岳
*[01* 日
付<]'93/11/22＠日付
*[02* 山
系<]中央線＠山系
*[03* コ ー ス<]茅ヶ岳、金ヶ岳
*[04 地図・案内<]るるぶ関東周辺ハイキングガイド、茅ヶ岳２５０００
［コース］中央線・韮崎＝東大宇宙線観測所－金ヶ岳－南峰－茅ヶ岳－女岩－大明神開拓地－穂坂＝韮崎
（９３／１１／２２） 土日の悪天候も終わり、晴てきそう。交通の便、山の状況に不安はあるものの出発
6:29
6:45
7:25
9:39

竹山発
鴨居発
八王子
甲府

10:02 韮崎

10:20 登山口
10:30 出発
11:05

12:00

12:20 金ヶ岳

12:40 移動
12:50 南峰
13:10 石門
13:15 登り返し

明るい空だが雲がまだ残る。放射冷却が少なかったせいか、暖かい感じ
6:37 に到着。２１６０円
7:30 あずさ１号、7:33 の高尾（大月、河口湖行きに接続）を見送り予定通りに 7:51 甲府行き乗車
9:47 に乗り継ぎ。写るんです購入。女性ハイカー３人組もいなくなり（三方分山という地図持って
たが）
、ひとり写真のプロみたいなおじさんがいるだけ。ところで、初狩駅の北正面に広がる三峰
のような山は？。滝子山という看板もあるが、どれがそうだろう。初狩過ぎた所の北側、東西に
延びる尾根は？。展望良さそうだが
結構な街だ。甲府と茅野の間では一番大きな街らしい。すぐ、タクシー乗り場へ。小型と中型あり。
乗った車の運転手さん話好きで帰りもどうぞと名刺渡された。端牆山も日帰り可能だそうだ。
片道１６０００円くらいとの事
宇宙線観測所を過ぎたところ。林の間を一直線にのびる広い登山道。快適そう。乗用車が止まっ
ていたので、山に入っている人はいそうだが・・・・まるで、気配なし。
９１０ｍ
松と雑木の林の間。下には松葉が敷き詰められていてクッションのよう。松ってこんなに落葉する
のか？唐松？
木の間から金ヶ岳が顔を出し始める。白樺が混じってき始める
急に展望が開ける。ところどころ岩をよじ登る、石がゴロゴロといった道になるが、林の中から
一転して、八ガ岳はもちろん、北・南アに佐久の街が広々と広がった雄大な風景に茫然とする。
逆に下って来る２人パーティー２組にあう。車置いていた人達かな。こちらからだと足が無い筈。
素晴らしい展望を堪能。八王子で仕入れたサンドイッチを食べながらコンパスグラスと
YAMAWIN の出力を照らし合わせるも、もうひとつすっきりと同定出来ない。茅ヶ岳から来
た山慣れない感じのオジサン二人組がいた。後からも、これは慣れた感じの単独行者。
展望なく素通り
大きな岩で、先に下って行ったおじさん二人組が弁当。ここで道間違えて岸壁に！。引き返すと
、石で出来た自然の門。
結構下って来た。ここで、初老の女性と娘さんらしい３０台の女性に会う。どこかで合ったよう
な気もする。

13:30 茅ヶ岳
14:05 下山
14:15 深田さん
14:35 女岩

15:24 深田公園
15:30 舗装道路
16:00 民家
16:15
16:30 韮崎
16:51 特急

金ヶ岳より少し広い。展望は同程度。ここで、再び展望図広げる。長野から車できたという初老
夫婦に山を聞かれる。コンパスグラスと展望図渡すが、よくわからんとの事。確かにわかりにくい。
山の同定と、もうひとりいた中年のおばさんと話をしているうちに時間が立ってしまった。
つぎからは、もう少し準備しよう。
ここまでは、両手両足を駆使する山歩きらしい道。大きな岩から落ちて来る水は韮崎の水道源ら
しい。うまい水だ。
ここを抜けるとたんたんとした普通の山道。それもすぐ、広くて歩きやすい林道？に出る。
百の頂きに百の喜びありの石碑
少し下ると喫茶店が２軒。どっちもしまっていた。
結局、公衆電話もないし、タクシー呼ぶのに電話を拝借。朝乗ったタクシーの運転手の妹の嫁ぎ
先と言う偶然。
２２３０円
２１６０円＋１１３０円 ５９分の鈍行は塩山行き。
タクシー：甲斐タクシーの萩原さん ０５５１－２２－０２５５

紀行文
日本百名山・深田氏ゆかりの茅ヶ岳
「日本百名山」を目標に山歩きをしている方は大勢おられますが、その著
者で山の大先輩でもある深田久彌（ふかだきゅうや）氏が急逝された場所と
して有名な茅ヶ岳（かやがたけ）に行ってきました。
その八ガ岳連峰に似ている姿が、中央本線・下りの車窓にまず見えてくる
ため、
「ニセ八つ」という通称も持っています。清里、野辺山をはさみ、西
に八ガ岳、東に茅ヶ岳の山並みといった配置になっています。
八ガ岳の標高二千数百ｍに対し、こちらの方は約１７００ｍですが、富士
山、南・北アルプスに八ガ岳の好展望地としても知られています。若干急勾
配の所とか、両手両足を駆使する場所もありますが、金ヶ岳から茅ヶ岳に縦
走しても５時間くらいとまあ手軽なハイキングコースではあります。
ただし交通の便は悪いです。中央線の韮崎駅からタクシー利用になります。
東大宇宙線観測所の少し奥から登り始め、金ヶ岳から茅ヶ岳に縦走し、大明
神開拓地を経て穂坂に下るというのが一般的なコースですが、ここからのバ
スもまず無いといった状態です。民家で電話を拝借してタクシーを呼ぶ事に
なります。自家用車ですと韮崎のＩＣから大明神開拓地まではすぐなんです
けどね。駐車場所もあります。
さて、甲府乗り換えの鈍行で韮崎に着いたのが 10:02 です。ここからタク
シーで宇宙線観測所の奥まで約 20 分、3000 円ちょっと。ところで、このタク
シーの運転手さんとあれこれ山の話をして、すっかり意気投合。帰りも電話
くれれば迎えに行くからと名刺をもらいました。結局、民家で電話を借りて
来てもらいましたが、その民家がたまたま妹さんの嫁ぎ先とか。
宇宙線観測所からは、松と雑木の混在した気持ちの良い道が一直線に金ヶ岳
に延びています。しばらくすると若干急勾配になり、登りにも飽きてき始めた
頃に白樺が目についてきます。これにダケカンバが混じり始めますと、そうな
んですっ、素晴らしい展望の開ける岩場の登りになります。
それまでが樹林帯で、近くしか見えていなかったため、南アルプスと八ガ岳
遠くには雪を被った北アルプスを背景にした眼下に広がる佐久の街の雄大な展
望に目がくらみます。
１時間４０分のあえぎとともにたどり着いた金ヶ岳の山頂からも、もちろん
３６０度の展望が得られます。金峰山、端牆山、八ガ岳、北アルプス、南アル
プスに富士山、しばし時を忘れ茫然とする眺めです。
金ヶ岳からは南峰そして茅ヶ岳にかけて、かなりアップダウンをしますが、
大きな岩の間をすり抜け、天然の石の門をくぐりと変化に富んでいてあきませ
ん。小１時間でたどり着いた茅ヶ岳も展望は素晴らしいですが、金ヶ岳で堪能
したせいか、感激がもうひとつといった印象です。

茅ヶ岳から約３０分で女岩と名付けられた大きな岩壁に出ます。岩の間から
おいしい水が滴り落ちています。韮崎の水道源になっているそうです。
ここをすぎると、歩きやすい林道、そして舗装道へと出ます。この舗装道の
先になにがあるのか、遊びに来ているらしい自家用車が頻繁に通ります。人が
歩く事は想定していないらしく、公衆電話も休憩出来るような店もありません。
１時間くらいでバス停のある穂坂というところに出るらしいですが、そのバ
スが昼に１本、夕方に１本という寂しい状態のようです。結局、嫌になりまし
て、前述のように民家で電話を拝借してタクシーを呼びました。韮崎までやは
り 2000～3000 円です。
韮崎では、結局特急に乗車しましたので、今回はいつもの質実山歩きと違っ
たリッチなものとなりました(^_^)。
ＰＳ 翌日に丹沢を歩いて来ましたが、流石にこたえました。山小屋と違って、
家にいったん戻ると身体が怠け始めるようです(^_^)

表題:大山－下社－表参道
.大山－下社－表参道
*[01* 日
付<]'93/11/23＠日付
*[02* 山
系<]丹沢＠山系
*[03* コ ー ス<]大山－下社－表参道
*[04 地図・案内<]
［コース］ 小田急秦野＝ヤビツ峠－大山頂上－見晴台－日向薬師－七沢温泉
約 1200 年前、良弁大僧正によって開山。別名 阿夫利山または雨降山。標高 1252ｍ，表登山道のケーブルを利用して
も、ヤビツ峠からでも、標高差 約 500ｍの登り。高尾の様に公園化していないが、指導標もしっかりしており、道もま
あまあ整備されている。表登山道、ヤビツ峠、日向薬師、広沢 寺とコースがある。交通の便が良い表コースは、信仰登
山のお年寄りから家族ハイクの幼児づれまで、天候，季節によらず結構の人出。
（’９３／１１／２３日）連れ合いのトレーニングにつきあう
07:00
07:13
07:36
08:15
08:30
08:37
08:50
11:00
11:15

竹山
鴨居発
町田発
秦野
蓑毛
出発
ヤビツ峠
表参道
山頂

11:40
12:45
13:00
13:35
14:05
14:18

下山
見晴台
下社
ケーブル駅
バス停

早すぎるが、東海大に行く長女に時間を合わす

凄いハイカーの数。諦めてタクシー
１７７０円
ここまでは少なかった人も急に増える。渋滞の登りだ
途中、目の不自由な人と合ってしまったため、遅れる。前後にひとが着いているがたいへんそう。
お参り済ませて、人で溢れた表を敬遠し裏に回る。１組いただけ。それにしても風がもろに当た
り寒い事。
山岳安全の石碑が出来ていた
茅の間に入ると風があたらず、暖かくて長居
お参りして女坂を下る
２台目に乗れた

表題:ミルフォードトラック、マウントクック
.ミルフォードトラック、マウントクック
*[01* 日
付<]'93/12/11＠日付
*[02* 山
系<]ニュージランド＠山系
*[03* コ ー ス<]ミルフォードトラック、マウントクック
*[04 地図・案内<]
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
時差 ＋４時間
ＮＺドル～７５円
空港銀行で両替忘れないように

Ｇ．Ｓ．Ｔ．
：12.5% Ｇマークは内税
煙草 ２００本
オークランド空港で日本円交換忘れないように
電話：０００９８１でＫＤＤ（コイン不要） 警察、消防、救急は１１１
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
12/11（土）17:00 成田 （21:00）
12/12（日）10:00 クライストチャーチ着
円→ＮＺ＄（６２円）
14:35 国内線 発（日本：10:35）
15:25 クイーンズタウン着
夕刻 テアナウ着・陸路（2.15）
トランピングのガイダンス
TE ANAU TRAVELODGE
送る荷物を黒鞄に詰め替え
03-249-7411
担ぐリュックの確認
町の中心部は、湖畔道路 Te Anau Terrace の中心にあるフィヨルドランド・トラベル社から東にのびるミルフォード・
ロード。銀行、土産もの店、郵便局が並ぶ５００ｍくらいの通り。あとは民家が散在する田園。人口 3200。ウールのセー
タが安い。絶対にここで買った方が得。日本発送ＯＫ。
12/13（月）午前 フリータイム
次のテアナウ滞在短い？買い物はこの時
13:00 バス発
13:45 テアナウダウンズ着
14:00 乗船（2）
16:00 トレイルヘッド着
１Ｋ歩き
グレードハウス
周辺のブナの森とクリントン川の清流。川には大きなマス。森にはロビン（駒鳥）他
12/14（火）午前 グレードハウス
１６Ｋｍ、６時間
午後 ポンポロナ
クリントン谷底を清流に沿って。羊歯・苔に覆われたブナの原生林。ヒレレ・フォールズ・ハットで昼食。
ヒドン・レイクの横を通過しバス・ストップの標識で小屋。
12/15（水）午前 ポンポロナ小屋
マッキノン峠（15Km６時間）
午後 クィントンハット
クリントン谷からマッキノン峠を越えクイントン小屋まで下る。アルパインメドウの峠一帯からは雪と氷河の峰々、
ハイライトコース。ミンタロ・ハットで休憩、吊橋を渡って登り開始。１０７３ｍの峠。峠小屋バスハットで昼食。
サザーランド滝の見物がおすすめ。
12/16（木）午前 クイントン小屋
平坦な２１Ｋｍ約６時間
午後 サンドフライ・ポイント
船
ミルフォードサウンド
MILFORD SOUND HOTEL
0229-7926
両側の絶壁から無数の滝が落ちる。ボートシェッドで休憩し、マッカイ滝、アダアダ湖、ジャイアントゲート滝を
経てサンドフライポイントへ。
12/17（金）午前 フィヨルド観光
バス
16:00 テアナウ
TE ANAU TRAVELODGE
03-249-7411

テアナウ洞窟$31,船 2.30

湾内一周。マイターピーク、ペンブローク山 2001m、ボーエン滝を眺めながら海の出口まで往復。アザラシ、イルカ。
土ボタル GLOW WORM で有名。石灰岩の洞窟には勢いよく流れ落ちる滝も

12/18（土）午前
13:00
13:40

テアナウ発
専用車（2H)
クイーンズタウン発
飛行機
マウントクック着
THC THE HERMITAGE
03-435-1809

ハーミテージ周辺は、散歩道、ハイキングコースがいくつか。
ガバナーズ・ブッシュ：郵便局裏からブナの森を歩く 1H
グレンコー・ウォーク：ハーミテージ裏からトタラの森を抜け展望台（Mt.Cook, Hooker）
12/19（日）

往復 30min

マウントクック滞在
フッカー谷コース（5H）
セアリーレイク、ケアポイントコース（6H）

ケアポイント：クック山とフッカー谷の展望地
セアリーターンズ：標高差 560m の登り。クック山、セフトン山他の山岳展望。セフトン山からの氷滝も
12/20（月）午前
12:50
13:35
14:45
16:00

12/21（火）08:45
15:35

軽ハイキング
マウントクック発
飛行機
クライストチャーチ
飛行機
オークランド着
PARK ROYAL HOTEL
09-377-8920
オークランド発
成田着

ＮＺトレッキング（１／３）４８行
周りが通常の状態の時に少し長めに休むと後始末がたいへん。
やっとガタガタが片付き社会復帰できそうな雰囲気です。
＞おみやげ、おみやげ。(^o^)/
こればっか ＰｅＰｅ／／
えーっと、一生懸命にお土産探しましたが、ニュージランドは
農業国であるうえに、トレッキング中心で街はかすめただけという
健全旅行なものですから、なにも入手できてません_(..)_ﾍﾟｺﾘ。
さて、人の遊んだ話を聞くのはくやしいものですが、話しする方
は快感だったりします。ここは、諦めて付き合って下さい(^_^)。
１１日から２１日の予定でニュージランドのミルフォードトラック
とマウントクックのトレッキングに行ってきました。
前者は、１２日に６ｃｈの世界紀行で、
「世界一美しい散歩道」と
して紹介されたそうです。帰ってきてビデオを見ましたが、どうも秋
の風景のようですね。初夏にあたる今の時期は、周りの山の雪とトラッ
クの通る森林の緑のコントラストで、くすんだ感じのＴＶ画面とは比
較にならない素晴らしさでした。
ＴＶをご覧になった方は気付かれたと思いますが、レンズの周りに
黒いゴミのようなものが、たくさん飛んでいました。あれは、蚊くら
いの大きさのサンドフライという「ぶよ」です。立ち止まると、それ
こそ雲霞の如くに群がってきます。かまれた時はチックっとするくら
いですが、翌日から数日間にわたって猛烈にかゆくなってきます。
イントロが長くなりましたが、出発の前日に発生した仕事のゴタゴ
タとダイナブックのハードディスク交換（落っことして壊してしまっ

た(:_;)）をやっと片付け、もうろうとした状態で成田に到着したのが
夕方です。７時には機内でぐっすりという予定でしたが、世の中そう
は甘くありません。７時になっても８時になっても搭乗案内がありま
せん。そして、ついにフライト中止のアナウンス。この間、飲まず食
わずで待機です。仮入国とかでバスに押し込められ成田東急ホテルに
移動して食事とれたのが、もう１０時です。
ミルフォードトラックは入山制限が厳しく、１日４２人まで。もち
ろん予約性です。遅れるとどうなるのかと不安なうちに一夜を過ごし
ます。翌日は６時にフライトＯＫで叩き起こされましたが、なんの具
合か、ちょっと伸ばしに伸ばされて飛び立ったのが昼の１時。いやあ、
もう疲労困憊です。
約１０時間の飛行ですから、南島の玄関であるクライストチャーチ
に着くのは夜中の１１時ですが、現地時間では早朝の３時となります。
国内線、バスと乗り継ぎましてトラックの入り口であるテアナウに到
着したところで、食事に荷物の整理、そして即刻のトレッキング開始
となりました。本来は、ここで一泊して世界中から集まったトレッキ
ング仲間との交歓会もあった筈ですが、なにもわからないまま船で湖
を渡り歩き始めました。ここからは山小屋３泊、最終日がミルフォー
ドサウンドのホテル１泊のコースとなります。
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ＮＺトレッキング（２／３）７１行です
さて、まだまだ続くＮＺトレッキングの話です(^_^;)。
ニュージランドは、最大の都市であるオークランドと首都のウエリントンの
ある火山性の北島、それと氷河にフィヨルドそしてマウントクックを主峰とす
るサザン・アルプスをもつ南島から構成されています。日本くらいの面積で人
口が約３００万、そのうち２００万が北島で１００万近くがオークランド居住
という、我々から見るとうらやましいような過疎の国です。南島の南西に位置
するミルフォードトラックは、緯度が４５度で利尻くらいですね。初夏とはい
え、セーターを着てちょうど良いくらいの気温です。夜も遅くまで明るいです
ね。６時だと太陽はまだ真上にいる感じだし、１０時になっても明るいですが、
サマータイムで１時間進んでいますから、こんなものかしら。
初日の歩行時間は約３０分と短いですが、日本からの直行だと考えると、やっ
との思いでたどりついたいう印象の初日の小屋はグレードハウスというところ
です。
このトランピング・コース（トレッキングをニュージランドではこう言うそ
うです）は全長５４Ｋｍのコースですが、大部分は標高２００ｍくらいの氷河
で削られたＵ字谷を歩きます。１箇所だけ、マッキノン峠を越える所で 1200m
くらいまで登り下りするくらいで、日本の北アルプス等の縦走に比べると楽な
ものです。
ゆったりと流れるクリントン川に沿ったコースで、両側は苔に覆われた原生
林（ブナとか白樺みたいな木が目につきました）と羊歯で鬱蒼としています。
更に両側の離れたところに垂直の壁になっている山、上には雪渓が残っていて、
そこかしこで溶けた水が滝になって落ちてきます。上高地と北八ガ岳を合わし
たような感じでしょうか。
小屋はとても山小屋とは思えない充実した設備を誇っています。ベッドルー
ムは２段ベッドを２個くらい置いた構造で、コースを通して持ち運ぶ袋状のシー
ツを布団の下に敷いて寝ます。驚くのは、温水シャワーから乾燥室が完備して
います。おかげで、着替えも少なくてすみますし、汗も流せて快適、快適。
食事もワイン付きのうえにボリュームたっぷり。デザートまであります。食
後は、翌日のコース説明に交換会があります。グレードハウスでは、３６人の
仲間の自己紹介に続いて各国の歌にゲームと楽しく遊びました。ところで、日
本からの参加者は１９名もいました。
コースも見事に整備されています。自然破壊には気を使っているようで、周
りに溶けこめるような素朴な作りになっていますが、トレッカーが歩きやすい

ように気配りされています。特に木の板を使った所には細い針金で出来た金網
を被せています。滑り止めとして非常に有効に働いていますが、細い針金なの
で交換頻度が高いでしょうね。じっくりと手間をかけている事がよくわかりま
す。食事付きの小屋と自炊の小屋があり、他にランチ用にジュース、コーヒー
からスープに紅茶を提供する小屋もあります。
全島に広がっているらしいケアというオームに似た愛敬のある鳥、飛べなく
なったウエッカという丸々と肥満したニワトリくらい鳥とか、名前のわからな
いかわいい小鳥は多いですが、意外と動物とか虫は少ないようです。蜘蛛の巣
も小屋でたまに見掛ける程度で、地面を這う虫がいません。
鳥は人に良く慣れていて、向こうから近づいてきます。ケアにいたっては、
ザックのチャックを開けて弁当を盗んだり、つるした合羽を穴だらけにしたり
と悪戯好きです。
さて、雨が降ったりやんだりの天候でしたが、肝心のマッキノン峠では快晴
に恵まれました。これまで歩いてきたＵ字谷、これから歩くＵ字谷が両側に一
望できます。マウントクックリリー他のお花畑から眺めるＭｔハート、ＭＴバ
ルーンといった雪渓をもつ山々と切り立った崖から落下する滝と見事な景色を
堪能出来ました。
この峠を下ったクリントン小屋で最後の小屋泊まりです。この小屋にはセス
ナの滑走路もまであり、遊覧飛行も出来ます。そういえば、各小屋にはヘリポー
トがあって、かなり頻繁に資材運搬と人の移動に使われているようです。我々
３６人についてくれたトニーという６０歳のガイドさんですが、我々を送り出
して最後まで残っていた筈なのに、次の小屋には一番に到着しているというカ
ラクリは、このヘリにあったようです。気付くまでは、天狗かとおそれをなし
ていました(^_^)。
最終日はサンドフライポイントまで２０Ｋｍを歩きます。ここから船でフィ
ヨルド観光地のミルフォードサウンドに出てホテル泊まりとなります。ホテル
では、完歩の表彰式に交歓会と楽しい夜を過ごして、このトラックの終了とな
ります。次の朝は船でフィヨルドを外海出口まで行ってＵターンの観光です。
イルカ、あしか、アザラシと氷河で削られた険しい山を堪能した後、コース
出発地のテアナウまで、これはバスで戻りました。ここで、土ボタルの洞窟
見物、ほんの数百ｍの道の両側に並ぶ店を覗いた後、明日はマウントクック
へと移動となります。
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ＮＺトレッキング（３／３）６８行です
まだ続けてしまうＮＺトレッキングの話です(^_^;)。
さて、テアナウの町からバスで２時間くらいでクイーンズタウンまで出
ます。どこまでも広がる牧草地帯に羊、牛、鹿が放牧されています。道路
のっところどころに郵便ボックスのようなもがあり、たぶんその奥には家
があるのだと思います。集落になっている場所は本当に少なくて、２～３
箇所くらいでしたかしら。それも十軒とはなかったような気がします。
道路には素朴な電柱が立っていて３本の電線がえんえんと続いています。
そういえば、かわいい高圧線の鉄柱もところどころにありました。
クイーンズタウンからは、双発の小さな飛行機でマウントクックまで飛
行します。乗客は我々ツアの１２人だけでした。神秘的な緑色をした川の
流れる広い河原、その向こうには氷河と雪渓の山々といったところに空港
があります。ここから、またバスでハーミテージという村にはいると大き
なリゾートホテルがあります。ミルフォードサウンドと同じように日本人
が大勢いましたね。とくに、初日にはファームステイをしている高校生の
一団と一緒になりました。もちろん新婚さんが多いですが。
空港で降りだした雨も小降りになったので、近場のトレッキングコースに
飛び出したのは言うまでもありません。アルパインガイドの建物から郵便局
を覗き、ガバナーズブッシュというコースを歩いていますと、小さな子ども

を連れた日本人の家族に遭遇、これじゃ丹沢だ。
ルーピン（ルピナス）の群生地がそこかしこにあり、青、ピンク、赤、色
とりどりに咲き乱れています。
夕方の６時くらいですと太陽は真上にいる感じで、１０時になるとやっと
夕方らしくなってきます。どうも夕方になると天気も良くなるようで、ホテ
ルの正面からマウントクックの素晴らしい姿が望めるようになります。西日
に映えてピンクに光輝く様子は神秘的ですらあります。マッターホルンに似
たその姿を眺めていると、この歳をして涙が出てきます。
さて、翌日はフッカー谷に沿って氷河湖まで行くコースとケア・ポイント
およびセアリータンズという登りのあるコースにわかれ、トレッキングを開
始しました。朝から夕方にかけては天候が崩れるのが普通のようで、雨が降っ
たりやんだりの中のトレッキングとなりました。私ども夫婦は、後二人の仲
間とまず後者のコースを行き、時間あればフッカー谷も行こうと欲張った計
画です。
というわけで、標高差５００ｍの１３００ｍくらいまで登りましたが、正
面に見える筈のマウントクックは雲の中に隠れてしまいました。でも氷河が
崩れる爆発音が１０分に１回くらい響きわたり迫力があります。上の方は寒
くて雪になってしまい、立ったままのランチを終えて、そそくさと下山いた
しました。
この後のフッカー谷コースは画期的なスピードで歩きましたが、トータル
８時間くらいのトレッキングとなりました。フッカー谷の奥にある氷河湖に
は落下してきた氷河が大小取り混ぜて水面に突き出したり、浮いていたりと
日本ではみられない風景です。ところで、氷河って青い色をしているんです
ね。知らなかった。
２泊めの朝は、皆さんヘリで氷河へのフライト、飛行機の大嫌いな私だけ
残留して簡単なトレッキングコースを散歩しました。
これでトレッキングの予定をすべて消化し、クライストチャーチそしてニュー
ジランド最大の都市であるオークランドまで飛行機での移動となります。
オークランドで久しぶりの都会の一夜を過ごし、仕事の待つ(；_;)成田へ
と帰って参りました。ところで、オークランドは最大の都市ではありますが、
雰囲気は日本の地方にある田園都市に近いですね。なんせ、街中でも放牧が
されています。最近は犯罪が増えてきたそうですが、東京近傍から行った私
達には、のんびりとしているなという印象があります。あっ、交通信号だけ
は別です。ここにきて初めて信号を見ましたが、これがすごい。歩行者信号
は、すべて押しボタンのようです。押してもなかなか変わりません。また、
変わったと思ったら、渡っているうちにもう赤になってしまう気ぜわしさで
す。
健気にも、帰国の翌日は出社し、早速の早朝会議に始まり、結構遅くまで
会議の連続、もうへとへと(^_^)。
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SUB:ＮＺ報告と御礼／横浜のＯＳＫ(184 行)
山尾さん、緑樹さん他に教えて頂きましたニュージランドはミルフォード
トラックとマウント・クックのツアを楽しんでまいりました。
１２月１１日から２１日のツアですから、帰ってからもう９日間にもなり
ますが、周りが活動している間の休暇というのは、その後始末が大変。目が
回る忙しさでした。流石に記録だけは忘れないうちにとチャッカリ作成しま
したが、御礼が遅くなってしまいました_(..)_ﾍﾟｺﾘ。
ところで、ミルフォードトラックについては、１２月１２日に６ｃｈの世
界新紀行で、
「世界一美しい散歩道」として紹介されたそうですね。帰って
きてビデオを見ましたが、どうも秋の風景のようです。初夏にあたる今の時

期は、周りの山の雪とトラックの通る森林の緑のコントラストで、くすんだ
感じのＴＶ画面とは比較にならない素晴らしさでした。ＴＶをご覧になった
方は気付かれたと思いますが、レンズの周りに黒いゴミのようなものが、た
くさん飛んでいました。あれは、蚊くらいの大きさのサンドフライという
「ぶよ」です。立ち止まると、それこそ雲霞の如くに群がってきます。かま
れた時はチックっとするくらいですが、翌日から数日間にわたって猛烈にか
ゆくなってきます。
イントロが長くなりましたが、出発の前日に発生した仕事のゴタゴタとダ
イナブックのハードディスク交換（落っことして壊してしまった(:_;)）を
やっと片付け、もうろうとした状態で成田に到着したのが、１１日の夕方で
す。７時には機内でぐっすりという予定でしたが、世の中そうは甘くありま
せん。７時になっても８時になっても搭乗案内がありません。そして、つい
にフライト中止のアナウンス。この間、飲まず食わずで待機です。仮入国と
かでバスに押し込められ成田東急ホテルに移動して食事をとれたのが、もう
１０時です。ミルフォードトラックは入山制限が厳しく、１日４０人までと
か。遅れるとどうなるのかと不安なうちに一夜を過ごします。
翌日は６時にフライトＯＫで叩き起こされましたが、なんの具合か、ちょっ
と伸ばしに伸ばされて、飛び立ったのが昼の１時。いやあ、早くも疲労困憊
です。
約１０時間の飛行ですから、南島の玄関であるクライストチャーチに着く
のは夜中の１１時、現地時間では早朝の３時となります。国内線、バスと乗
り継ぎましてトラックの入り口であるテアナウに到着したところで、食事に
荷物の整理、そして即刻のトレッキング開始となりました。本来は、ここで
一泊して世界中から集まったトレッキング仲間との交歓会もあった筈ですが、
なにもわからないまま船で湖を渡り、歩き始めました。ここからは山小屋３
泊、最終日がミルフォードサウンドのホテル１泊のコースとなります。
このトランピング・コース（トレッキングをニュージランドではこう言う
そうです）は全長５４Ｋｍのコースですが、大部分は標高２００ｍくらいの
氷河で削られたＵ字谷を歩きます。１箇所だけ、マッキノン峠を越える所で
1200m くらいまで登り下りするくらいで、日本の北アルプス等の縦走に比べ
ると楽なものでした。
ニュージランドは、最大の都市であるオークランドと首都のウエリントンの
ある火山性の北島、それと氷河にフィヨルドそしてマウントクックを主峰とす
るサザン・アルプスをもつ南島から構成されています。日本くらいの面積で人
口が約３００万、そのうち２００万が北島で１００万近くがオークランド居住
という、我々から見るとうらやましいような過疎の国です。南島の南西に位置
するミルフォードトラックは、緯度が４５度で利尻くらいですね。初夏とはい
え、セーターを着てちょうど良いくらいの気温です。夜も遅くまで明るいです
ね。６時だと太陽はまだ真上にいる感じだし、サマータイムで１時間進んでい
るとはいえ、１０時になっても明るいです。
さて、初日の歩行時間は約３０分と短いですが、日本からの直行だと考える
と、やっとの思いでたどりついたいう印象の初日の小屋はグレードハウスとい
うところです。
ゆったりと流れるクリントン川に沿ったコースで、両側は苔に覆われた原生
林（ブナとか白樺みたいな木が目につきました）と羊歯で鬱蒼としています。
更に両側の離れたところに垂直の壁になっている山々、上には雪渓が残ってい
て、そこかしこで溶けた水が滝になって落ちてきます。上高地と北八ガ岳を合
わしたような感じでしょうか。
コースを通して、とても山小屋とは思えない充実した設備を誇っています。
ベッドルームは２段ベッドを２個くらい置いた構造で、初日に渡された袋状の
シーツを持ち運び、布団の下に敷いて寝ます。驚くのは、温水シャワーから乾
燥室が完備しています。おかげで、着替えも少なくてすみますし、汗も流せて
快適、快適。日本でも１カ所くらい高くても良いですから、こんなところが欲
しいですね。
食事もワイン付きのうえにボリュームたっぷり。デザートまであります。食
後は、翌日のコース説明に交換会があります。グレードハウスでは、３６人の

仲間の自己紹介に続いて、各国の歌にゲームと楽しく遊びました。ところで、
日本からの参加者は我々のアルパインツアのメンバーと個人申し込みの１９名
もいました。一組の新婚さんの男性とツアリーダーを除くと、男性は私だけ。
３０前くらいの若い女性が６名いましたが、あとは中年女性です。いやあ、女
性のパワーを強く印象づけられましたね。
コースも見事に整備されています。自然破壊には気を使っているようで、周
りに溶けこめるような素朴な作りになっていますが、トレッカーが歩きやすい
ように気配りされています。特に木の板を使った道には細い針金で出来た金網
を被せています。滑り止めとして非常に有効に働いていますが、細い針金なの
で交換頻度が高いでしょうね。じっくりと手間をかけている事がよくわかりま
す。食事付きの小屋と自炊の小屋があり、他にランチ用にジュース、コーヒー
からスープに紅茶を提供する小屋もあります。
全島に広がっているらしいケアというオームに似た愛敬のある鳥、飛べなく
なったウエッカという丸々と肥満したニワトリくらいの鳥とか、名前のわから
ないかわいい小鳥は多いですが、意外と動物とか虫は少ないようです。蜘蛛の
巣も小屋でたまに見掛ける程度で、地面を這う虫がいません。
鳥は人に良く慣れていて、向こうから近づいてきます。ケアにいたっては、
ザックのチャックを開けて弁当を盗んだり、つるした合羽を穴だらけにしたり
と悪戯好きです。２泊目のポンポロナ小屋では、早朝からトタン屋根で運動会
を始めてくれ、うるさいこと。
さて、雨が降ったりやんだりの天候でしたが、肝心のマッキノン峠では快晴
に恵まれました。これまで歩いてきたＵ字谷、これから歩くＵ字谷が両側に一
望できます。マウントクックリリー他のお花畑から眺めるＭｔハート、ＭＴバ
ルーンといった雪渓をもつ山々、切り立った崖から落下する滝と見事な景色を
堪能出来ました。
この峠を下ったクリントン小屋で最後の泊まりです。この小屋ではセスナで
の遊覧飛行も出来、世界で５番目の落差を持つサザーランド滝も上から眺める
事ができます。そういえば、各小屋にはヘリポートがあって、かなり頻繁に資
材運搬と人の移動に使われているようです。我々３６人についてくれたトニー
という６０歳のガイドさんですが、我々を送り出して最後まで残っていた筈な
のに、次の小屋には一番に到着しているというカラクリは、このヘリにあった
ようです。気付くまでは、天狗かとおそれをなしていました(^_^)。
最終日はサンドフライポイントまでの２０Ｋｍを歩きます。ここから船でフィ
ヨルド観光地のミルフォードサウンドに出てホテル泊まりとなります。ホテル
では、完歩の表彰式に交歓会と楽しい夜を過ごして、このトラックの終了とな
ります。次の朝は船でフィヨルドを外海出口まで行ってＵターンの観光です。
イルカ、あしか、アザラシと氷河で削られた険しい山（名前がわからない(^_^;)）
を堪能した後、コース出発地のテアナウまで戻りました。
テアナウでは、土ボタルの洞窟を見物、ほんの数百ｍの道の両側に並ぶ店を
覗いた後、明日はマウントクックへと移動となります。
さて、テアナウの町からバスで２時間くらいでクイーンズタウンまで出ます。
どこまでも広がる牧草地帯に羊、牛、鹿が放牧されています。道路のところど
ころに郵便ボックスのようなもがあり、たぶんその奥には家があるのだと思い
ます。集落になっている場所は本当に少なくて、２～３箇所くらいでしたかし
ら。それも十軒とはなかったような気がします。道路には素朴な電柱が立って
いて３本の電線がえんえんと続いています。そういえば、かわいい高圧線の鉄
柱もところどころにありました。
クイーンズタウンからは、双発の小さな飛行機でマウントクックまで飛行し
ます。乗客は我々ツアの１２人だけでした。神秘的な緑色をした川の流れる広
い河原、その向こうには氷河と雪渓の山々といったところに空港があります。
ここから、またバスでハーミテージという村に入ると大きなリゾートホテルが
あります。ミルフォードサウンドと同じように日本人が大勢いましたね。とく
に、初日にはファームステイをしている高校生の一団と一緒になりました。も
ちろん新婚さんが多いですが。

空港で降りだした雨も小降りになったので、近場のトレッキングコースに飛
び出したのは言うまでもありません。アルパインガイドの建物から郵便局を覗
き、ガバナーズブッシュというコースを歩いていますと、小さな子どもを連れ
た日本人の家族に遭遇、これじゃ丹沢だ。ルーピン（ルピナス）の群生地がそ
こかしこにあり、青、ピンク、赤、色とりどりに咲き乱れています。
どうも夕方になると天気も良くなるようで、ホテルの正面からマウントクッ
クの素晴らしい姿が望めるようになります。西日に映えてピンクに光輝く様子
は神秘的ですらあり、この歳をして涙が出てきます。
さて、翌日はフッカー谷に沿って氷河湖まで行くコースとケア・ポイントお
よびセアリータンという登りのあるコースにわかれ、トレッキングを開始しま
した。朝から夕方にかけては天候が崩れるのが普通のようで、雨が降ったりや
んだりの中のトレッキングとなりました。私ども夫婦は、後二人の仲間とまず
後者のコースを行き、時間あればフッカー谷も行こうと欲張った計画です。
というわけで、標高差５００ｍの１３００ｍくらいまで登りましたが、正面
に見える筈のマウントクックは雲の中に隠れてしまいました。でも氷河が崩れ
る爆発音が１０分に１回くらい響きわたり迫力があります。上の方は寒くて、
雪になってしまい、立ったままのランチを終えて、そそくさと下山いたしまし
た。
この後のフッカー谷コースは画期的なスピードで歩きましたが、トータル８
時間くらいのトレッキングとなりました。フッカー谷の奥にある氷河湖には落
下してきた氷河が大小取り混ぜて水面に突き出したり、浮いていたりと日本で
はみられない風景です。ところで、氷河って青い色をしているんですね。知ら
なかった。
２泊めの朝は、皆さんヘリで氷河へのフライト、飛行機の大嫌いな私は、緑
樹さんの忠告に従い、残留して簡単なトレッキングコースを散歩しました。
これでトレッキングの予定をすべて消化し、クライストチャーチそしてニュー
ジランド最大の都市であるオークランドまで飛行機での移動となります。
オークランドで久しぶりの都会の一夜を過ごし、仕事の待つ(；_;)成田へと
帰って参りました。
ところで、オークランドは最大の都市ではありますが、雰囲気は日本の地方
にある田園都市に近いですね。なんせ、街中でも放牧がされています。最近は
犯罪が増えてきたそうですが、東京近傍から行った私達夫婦には、のんびりと
しているなという印象でした。あっ、交通信号だけは別です。ここにきて初め
て信号を見ましたが、これがすごい。歩行者信号は、すべて押しボタンのよう
です。押してもなかなか変わりません。また、変わったと思ったら、渡ってい
るうちにもう赤になってしまう気ぜわしさです。
というわけで、どうも展望の広場に似つかわしくないトレッキング報告を長々
としてしまい、申し訳ありません。
おかげさまで、初めての海外トレッキングを夫婦で十二分に堪能することが
できました。山尾さん、緑樹さん、ありがとうございました。
HBA01110、横浜のＯＳＫ
ＰＳ
それでは、皆さん良いお年を。来年もよろしくお願いします。

表題:大山－下社－表参道
.大山－下社－表参道
*[01* 日
付<]'94/01/02＠日付
*[02* 山
系<]丹沢＠山系
*[03* コ ー ス<]大山－下社－表参道
*[04 地図・案内<]

［コース］ 小田急秦野＝ヤビツ峠－大山頂上－見晴台－日向薬師－七沢温泉
約 1200 年前、良弁大僧正によって開山。別名 阿夫利山または雨降山。標高 1252ｍ，表登山道のケーブルを利用して
も、ヤビツ峠からでも、標高差 約 500ｍの登り。高尾の様に公園化していないが、指導標もしっかりしており、道もま
あまあ整備されている。表登山道、ヤビツ峠、日向薬師、広沢 寺とコースがある。交通の便が良い表コースは、信仰登
山のお年寄りから家族ハイクの幼児づれまで、天候，季節によらず結構の人出。
（’９４／１／２日）初詣。連れ合いは腰痛でいけず
07:34
07:45
08:06
08:55
09:50
10:50
11:05
11:20
11:35
12:35

竹山
鴨居発
町田発
秦野
ヤビツ峠
山頂
食事
出発
見晴台

14:00 バス停

一面の雲。昨日の快晴はどこへ。予報では良くなるらしいが
乗客が少ない。相対的にハイカーが目立つ。
１０分の待ち。昨年末より、ハイカーが少ない？？？
出発。トイレ、身支度しているうちに皆さんいなくなってしまった。
流石に、表参道との合流から人が増える。ただし、いつもの裏は空いていた。
途中まで、雲間から見えていた富士山がすっかり隠れてしまった
３０円ラーメンに餅。手軽につくれて、暖かいのがよい。
下社お参り。次女の合格と厄で護摩を焚く。うちと論田のお札に次女のお守り、道中安全の
お札を受ける。御神酒を頂く。
これからあがろうというケーブル待ちの列がずらっと凄かった。
右膝の腱が痛くなる。

表題:鍋割山（寄）
.鍋割山（寄）
*[01* 日
付<]'94/01/15＠日付
*[02* 山
系<]丹沢＠山系
*[03* コ ー ス<]鍋割山（寄）
*[04 地図・案内<]２万五千地図 秦野、大山

アルペンガイド 東京周辺ワンデイ・ハイク

［コース］小田急新松田＝寄－鍋割峠－鍋割山－後沢乗越－二股－大倉＝渋沢
塔の岳直下の金冷シの頭から西の延びる尾根を鍋割山稜といって、大丸，小丸をへて代表的なピークの鍋割山約１２
７０ｍにいたる。大倉尾根から入るコースと後沢乗越より北上するコースがある。後者は、登山者の多い大倉尾根に比べ
て静かである。途中、県民の森，登山訓練所をへて二股より沢を横切って植林の中を後沢乗越にいたる。ここからカヤト
の中の登りとなる。ゆるやかなピークを二つ越すと山頂。山頂には鍋割山荘があり、宿泊も可。塔の岳にいたる鍋割山稜
はぶな林の中の気持ちの良い尾根道。
今回は、寄からの非一般コースを行ってみる
（’９４・０１・１５） 快晴。展望と週半ばの積雪が楽しみ
7:13 竹山
しょいこ形式のベテランらしい６０歳前くらいのおじさん。しょいこの木の棒に北岳なんとかと書い
てる。結局、新松田まで一緒であった。
7:25 鴨居
素晴らしく晴れ渡り、富士山、丹沢がくっきり。
7:46 町田発
9:00 新松田発 ３０分の時間が惜しいし、夫婦がいたのでタクシーに声をかけようと金を崩しに行ってるうちに、
どこかの店に行ってしまった。田代向からジダンゴのようで、声をかけない方が良かったかも。
１０人くらいいたが、鍋割り方面に向かったのはひとりだけ。６０歳くらいのようだが、こちらから
は初めてらしい。雨山峠の方へ行った。結局、山頂でも会わなかったが、ゆっくりと登るタイプのよ
うだから。崩れている旨話したら、やめようかとも。でも、鍋割峠だって状況がわからないしね。
9:35 出発
10:25 登山道
キャンプ場入口で登山カードを提出させられた。事故多いのかな。
10:52 やどろぎ沢
11:25 ベンチ
11:25 寄コシバ沢
35
いやあ、沢は全面に雪。テープも見にくく、一瞬ためらってしまった。ここで、ラーメンを作って
いる若者二人。例のおじさんは、そのまま雨山峠に向かった。おにぎり１個をくって、やっと決心。
おそるおそる雪を被った岩に足を進める。なんせ、下が抜けているかもしれないし、崩れるかも
しれない。鹿の足跡くらいで、その点は快適。光の強い反射で目が痛くなる。
積雪は１０～２０ｃｍくらい。凍っていないのでアイゼンは不要。
12:05 沢を抜ける

12:35 鍋割峠
13:15 山頂
35

50

出発

人っ子一人いない。ここで、休憩がてらおにぎり。ただ、トレースはされている。数人が上がった
かな。この沢も斜面取りつきはトレースがあった。ただどうも今日ではないのじゃないかな。
食事。峠からここまでは、１５ｃｍくらいから膝までといったかんじ。トレースが２本。２人～数人
といったかんじ。トレースからはずれると流石にしんどい。新しくトレース作ったり、楽したり。
くっきりとしていた南アが霞始める。途中で、仙丈ヶ岳かなにかが富士山みたいにくっきり。
えっ、えらく小さいなと思ったら南アであった。
食事の後、コンパスグラスに双眼鏡で展望を確認。やっと、北岳から間ノ岳がわかった。えらく
長そう。

15:05 ミズヒ沢
15:20 二俣 黄色い花が一輪ひっそりと
16:25 大倉
紀行文
雪化粧の丹沢へ
週半ばに雪化粧をした丹沢ですが、成人式の本日は「さあ、おいで」とば
かりに素晴らしい快晴でしたね。こうなると、いてもたってもおられません。
我が家には、成人式に出席しようかという娘が一名ほどおりますが、顔も合
わさずに朝早く飛び出してしまいました（後のフォローが・・・(^_^;)）。
きっと人も少なく静かであろうとの期待で、寄から鍋割峠のコースを選び、
併せて鍋割山からの眺望を楽しみました。ところで、寄って「ヤドリギ」と
「ヤドロギ」の両方の読み方があるようですが、どっちが良いんでしょうね。
バスのアナウンスも一般に言われている「ヤドリギ」なんですが、バスの運
転手さんは、行き先を確認しているお客に対してわざわざ「ヤドロギ」だと
訂正してました。どうも、地元には「ヤドロギ」派がおられるようです。
さて、鍋割峠手前の寄コシバ沢は大きな石が積み重なった沢ですが、全体
が１０ｃｍくらいの雪に覆われていました。予想通りに人は少なくて、鹿の
足跡のみが残る新雪を気持ちよく踏み登ることができました・・・もっとも
白状しますと、最初は足を踏み入れるのを躊躇いました。木につけられたテー
プが頼りの道標の無いコースなのに、雪でテープが良く見えません。石が積
みあがった沢のコースで、そこに雪が被っているものですから足下も不安で
す。いっとき躊躇った後、
「まあ、いいか」といつものいい加減さを発揮し
たわけです。実際には、心配するようなこともなく、かえって歩きやすかっ
たですね。
鍋割峠から山頂までは１５ｃｍくらいの積雪で、多いところで膝くらいま
でありましたが、先行者が２名かもう少しいたようで、トレースが残されて
いました、残念・・・これも白状すると、残念とシメタの両方です。膝くら
いといっても、自分で小ラッセルさせられると、通常の倍以上の労力がいり
ます。疲れると、先行者の踏み跡に戻るという軟弱歩きをしました。
ところで、展望を目的の山頂では１時くらいまで空気も澄んでいて、くっ
きりと浮かび上がった南アルプスを観察をする事ができました。鍋割山には
１０回といわず訪れていますが、南アルプスをこんなに明瞭に見られたのは
今回が初めてです。一瞬、仙丈ヶ岳を富士山と見間違えて、
「おお、こんな
に小さかったっけ」と思ったほどです。
ただし、展望超初心者の私には、御正体山の右側に白い頭を出しているの
が間ノ岳・北岳・仙丈ヶ岳らしいな、左側のあの峰は塩見岳・赤石岳ではな
いかなという想像ができた程度です(;_;)。
一般コースの大蔵～二股～後沢乗越からは、子ども連れを含む大勢のハイ
カーが入っていまして、雪も融けだしどろどろの状態です。寄コースは大正
解でした＼(^_^)／。

表題:陣馬山
.陣馬山

*[01*
*[02*
*[03*
*[04

日
付<]'94/01/23＠日付
山
系<]中央線＠山系
コ ー ス<]陣馬山
地図・案内<]山と高原地図 高尾・陣馬

［コース］ＪＲ八王子＝藤野－上沢井－１ノ尾根－陣馬山－明王峠－與瀬神社－相模湖駅
標高８５７ｍ，このあたりの最高峰で富士山、三ツ峠その向こうに南アルプスが見える。手前西方はおそらく秩父山系
と思われる屏風状の山並が南北にひろがり雪を頂く金峰山が頭を出している。南方には蛭が岳を中心とする丹沢山系が東
西に広がる。山頂には茶店があり、高尾からの縦走ハイキングコース。途中の明王峠付近が桜の名所との事。途中、ナラ
コ尾根を下ると鉱泉の宿３軒。
（９４／０１／２３） 快晴。団地内も一面の霜で寒いはずだが、風が無くそれほどには感じない
7:53 竹山
8:02 鴨居発
富士山、丹沢がくっきり。
8:40 八王子
8:48 高尾行き
8:45 にかいじ１１１号甲府行きあり
9:05 高尾発
9:20 藤野駅
おばさん３人組。上沢井のバスがと話しているので、のこのこついていいたが、２時間の間。
便なし。
9:30 出発
20
9:55 陣馬高原入り口 すぐ、一ノ尾とナラコ／栃谷分岐
10:18 ナラコ／栃谷分岐
10:40 栃谷集落
若干わかりにくい。家の間を縫うように斜面をあがる。ここまでは舗装道路
11:05 巻き道分岐
どっちでもＯＫ。雪も出てきたが、アイゼン必要としない。
11:45 山頂
山頂へは明王峠よりではいる。ここまで、おじさん一人が登っているだけ。下山は数人。
12:40 下山
１軒あいている茶屋で味噌汁二〇〇円。外で、展望開始したが、風が強くなり寒い。
諦めて、閉まっている茶屋の方へ移動。いやあ、難しい。帰ってから地図と照合すると間違っ
ていたようだ。
13:20 明王峠
大勢の人がいた。前の日当たりの良い斜面、暖かい。天国だ。
13:40 林道横切る
14:45 与瀬神社
15:00 相模湖駅
三種の神器もって陣馬山に
コンパスグラス（小さな望遠鏡の中に円盤状の方位盤がセットされている）に、
YAMAWIN（WINDOWS で使える展望図ソフト）の出力およびズーム双眼鏡をもって
陣馬山に行ってきました。
帰ってからここ数年の記録を見ると、毎年この時期になると陣馬山に行ってい
るようです。
きっと手軽に行けて、雪もそれなりに楽しめるし、眺望も素晴らしいという事
で、身体が憶えてしまい本能みたいになってしまったのでしょう
（私は渡り鳥か(^_^;)）。
ところで、これまでは「いやあ、素晴らしい展望だ。人も少なくて静かな山歩
きもできた」と納得して戻れば良かったわけです。
しかし、表題の三種の神器を入手した以上、少しは山の同定もしなきゃいけな
いかと、寒風ふきすさぶ山頂に１時間も逗留してしまいました。といっても、残
念ながら遠景はぼやけていまして、双眼鏡で見ても南アルプスは影も形もなく、
東京方面も識別不能の状態でした。もっぱら、近場の丹沢と富士山の周りに大菩
薩周辺に雲取山方面を眺めただけです。
流石に中央線も藤野駅あたりになると、痛いような寒さが押し寄せてきます。
もっとも、３０～４０年も前には徳島でもこんな状態であったように記憶してい
ます。暖冬と都市型気候に馴れすぎてしまったのでしょう。
寒さのわりには、残念ながら雪は先々週に積もったもののようです。踏み固め
られていますし、一部は融けだしてドロドロの所もあります。アイゼンは全く必
要のない状態でした。
陣馬山は人気のハイキングコースですから、明王峠／景信山方面から訪れる人
は多いですが、藤野方面からですとほとんど人影もなくおすすめコースです。舗

装道路歩きがちょっと長いですが。北側の和田峠方面からのコースもありますが、
車で入りやすいので、やはり人が多いです。もっとも冬場はどうかな？
藤野方面に下ると温泉（鉱泉）宿が数軒ありますが、今回はパスしました。宴
会なんかがなければ、飛び込みでも入浴させてくれます。
ところで、木に積もった雪は、夜から朝にかけての寒さで氷状になります。こ
れが、昼間に融け始めますが、風があると細かい霧状になってぱーっと広がりま
す。ここにちょうど日光が当たると、キラキラと輝きながら舞い踊ります。
心なしか、さーっという音もしているような気がします。きれいな現象ですが、
これって名前が付いているのかな。ご存じの方ありませんか。

表題:幕山、南郷山
.幕山、南郷山
*[01* 日
付<]'94/02/11＠日付
*[02* 山
系<]箱根＠山系
*[03* コ ー ス<]幕山、南郷山
*[04 地図・案内<]
［コース］ＪＲ湯河原＝鍛冶屋－幕山表登山口－大石が原－幕山－南郷山－五郎神社－ゆとろ嵯峨沢の湯＝湯河原
標高６１５ｍ，６１１ｍの低山。かやとに覆われた丸みのある山容。幕山は箱根外輪山の外側・南端に位置する単式
の寄生火山。山頂部はまろやかであるが、西面の中腹には岩壁があり、ロッククライミングのゲレンデ。この岩壁が幕を
張ったように見えるところから幕山と呼ばれるようになったという説あり。
山頂からの展望は素晴らしく、箱根の山々、相模灘そして初島、大島と３６０度の展望。南郷山は若干東よりになり、
江ノ島、横浜方面の好展望が得られる。丹沢も大山が姿を見せる。
（９４／０２／１１）
7:44 竹山
7:56 鴨居発
8:22 横浜発
9:41 湯河原
10:00 鍛冶屋出発
10:30 表登山口
10:50 一ノ瀬
11:34 大石が原
12:00 山頂

12:50 出発
13:35 南郷山

14:00 下山

快晴。結婚記念日に「ゆとろ嵯峨沢の湯」と山歩きのセット
少し冷え込み風もあり。
湯河原まで１４２０円。
中型バスはもうハイカーでラッシュ状態
五郎神社にお参りして出発。団体が３組ほど。一組はしとどの窟ハイク。
両側はみかん畑。袋入り２００円で販売している。途中、おばあさんから無料サービスの
みかんをもらった。
梅とかしきみの植栽地、公園みたいな所に出ると右にロックのゲレンデ。テントをはれそう
だが違反？
林道を登り、水道点検用の橋を渡ると右に登る登山道
笹とかやとの間を通る登山道は、檜の植林の中に入る。ここを抜けると南郷山への分岐のある
公園のように広い散歩道に出る。この裏登山道は思ったより奥に回り込んでいるようである。
このピークがそうかと思わされながら、かなり南に戻ってやっとといった感じである。
山頂は一周する遊歩道みたいなものがある。広い山頂で展望を遮るものなし。
太陽が雲に隠れると結構寒い。大島、初島、箱根外輪山、目の下の真鶴半島を眺める。
途中、自鑑水の分岐にはいる。尾根伝いに南郷山行けるかと思ったが、結局もとの白金林道に
戻る。南郷山へのとりつきは凄い急勾配の道。丹沢のように崩れていないのはハイカーが少ない
からか。
少し東に寄ったせいで、江ノ島、竜口寺、ベイブリッジ、ランドマークの好展望。丹沢も大山
が見えるようになる。
ここから南東の丘にある温泉まで２０分弱の歩き。

15:00 五郎神社
PAGE
温泉付きの日溜まりハイク
昨日の予報では、
「１２日からまた冷え込み、首都圏も雪になる」と
言ってましたが、当たりましたね。昨日の天気につられて山泊まりをし
ている人は大変でしょう・・いやあ、うらやましい(^_^;)。
実は、このシーズン、まだアイゼンを使った山歩きをしていません。
装着法を忘れそう。日曜日はチャンスかな。
ところで、昨日は、雪遊びとは正反対に湯河原へ日溜まり軽ハイキン
グに行ってきました。実は、去年の新聞で最高級の推薦記事が出ていた
「ゆとろ嵯峨沢の湯」に行くのが目的ですが、山歩き派としては、単純

に温泉に行ったのではプライドが許しません。
というわけで、山のガイドブックを調べるとあるある・・幕山という
かわった名前の標高６１５ｍの低山ですが、カヤトで包まれ伊豆の島の
好展望地のようです。というわけで、かみさんと温泉付きの軽ハイキン
グに出かけた次第です。
湯河原駅からバスで十数分で出発点の鍛冶屋（五郎神社）に到着です。
中型のバスでしたが、満員。実は、殆ど人がいないんじゃないのかなと
思っていたもので、全員がハイカーというのには驚きました。結構人気
のあるコースなんですね。後でわかりましたが、ロッククライミングの
ゲレンデにもなっており、頼朝が敗北して隠れた「しとどの窟」ハイキ
ングコースもあるようです。
鍛冶屋からみかん畑に囲まれた車道を登っていくと、梅とシキミの植
栽地、ロッククライミングのゲレンデを経て公園のような広場に出ます。
ここから笹とカヤトの中を通る裏登山道になり小１時間で山頂です。
山頂付近は若干整備されすぎた感もありますが、３６０度の展望が得
られます。真鶴半島、伊豆半島の間に大島そして初島が目の前です。北
側は箱根外輪山特有のカヤトで覆われたまろやかな山並みが目を楽しま
せてくれます。
若干、歩き足りないので、もう少し東に寄った隣の南郷山まで足を延
ばすことにしました。やはり６００ｍくらいのカヤトで覆われた低山で
す。途中、頼朝が敗戦で逃げる途中に水を飲んだという自鑑水に寄りま
したが、水も涸れていましたし、史跡らしい雰囲気はなかったですね。
なんでも、水に映る惨めな「おのが姿」を見て自害しようとし、部下に
止められたという因縁のあるところらしい。
どうも頼朝さんというのは、もうひとつぱっとしない方ですね。なん
か陰湿、女々しい（おっと、差別用語だ）印象があります。
南郷山からは、江ノ島はもちろんベイブリッジにランドマーク、そし
て大山などの展望が得られました。こちら側から眺める大山は堂々とし
た見事な姿をしています。
さて、本来の目的の温泉ですが、一度、鍛冶屋まで下山します。鍛冶
屋から南東に位置する小高くなった町並みまで歩いて２０分弱でしょう
か。去年の４月にオープンしたばかりの綺麗な「ゆとろ嵯峨沢の湯」に
到着です。入場料が大人千円で、露天風呂もあります。人気があるらし
くて、４時前でしたが大賑わいの状況でした。
露天風呂からは相模湾、大島、真鶴半島が一望できます。もっとも、
立ち上がればで、湯に浸かったままでは駄目ですが。
内湯と露天風呂のセットがふたつあります。滝湯と泡風呂のある「さ
さはなの湯」と洞窟の湯、打たせの湯に檜の内風呂のある「こちょうの
湯」です。１日毎に男湯と女湯が入れ替わっているそうです。
１階に無料休憩所、２階には有料休憩所とレストランがあります。生
ビールにキウイワイン、１５００円の嵯峨沢定食に１０００円の「ゆと
ろそば」
、他に普通のラーメンとかいろいろあります。レストランから
の海の展望もなかなかのもので、夜景も素晴らしいのではないかと思い
ます。
今回は、施設規模に比べ客が多めであったため、風呂と無料休憩所が
混雑している印象もありましたが、手軽な温泉気分を味わうには良いと
ころだと思います。

表題:書作新道－烏尾山
.書作新道－烏尾山

*[01*
*[02*
*[03*
*[04

日
付<]'94/02/26＠日付
山
系<]丹沢＠山系
コ ー ス<]書作新道－烏尾山
地図・案内<]

大倉から本谷山荘まで水無川沿いの林道歩き。途中に竜神の水という名水があり。林道の端には、作治小屋・戸沢山荘・
戸沢バンガロー・本谷山荘ほかのたくさんの山小屋。
本谷山荘からが山道もしくは沢登りのコース。登山道も書策新道の他に天神尾根、政次郎尾根がある。旧鉱山道という
廃道もあり。書策新道は、表尾根のカイサク小屋の御主人・渋谷書作さんが開いた登山道で、旧マンガン鉱道のあと。
沢あり滝ありという気持ちの良い道。沢を渡るので、厳冬期はアイゼン。大雨の後は不可。烏尾山からは、富士山と相模
湾の眺望を楽しめる。烏尾尾根も人が少なく静か。
（９４／０２／２６）
7:13 竹山発
7:30 鴨居発
7:56 町田発
8:40 渋沢発
8:54 大倉着
9:05 出発
10:10 新茅荘
12:00 水場の沢

12:45
13:00
14:00
14:50
15:55

連れ合いもひさしぶりに行きたいという
快晴だが、空気は濁ってきている。暖かくなるそうだ
少し霞む富士山。丹沢稜線も真っ白だ。こちらからだと北斜面になるせい。

人出少なく、バスも空いていた。

閉まっている
沢登り（セドノ沢）
。白竜の滝をすぎた水場。水が涸れていた。
ここで、ストーブ出して昼食の用意。ラーメン餅だが、それなりに旨い。先に行ったおじさん
一人だけで、全く人に会わない。
食事を終わり、出発。ここからは、雪がだいぶ残り、かつアイスバーンに。こわいのでアイ
ゼン装着。
カイサク小屋 渋谷さんと林道等ですっかり話し込んでしまった。
出発
烏尾山下山
植林の間伐、枝打ちの残骸が登山道を埋めてしまい、非常に歩きにくい。
新茅荘
ここのおばあさんは新井さんというらしい。閉まっていた。ここで、休んでいると外人女性の
二人連れが降りてきた。

紀行文
[CAMP/;B;7;1]
00142 94/02/27 22:59:32 CAB10057

１カ月ぶりに丹沢に

１カ月ぶりに丹沢に帰省（？）しました。横浜からは丹沢山系の北側を
眺める位置になるため、かなり白く雪化粧しているように見えます。だい
たい、左から右に大山、塔の岳、丹沢山に蛭ヶ岳といった感じに並んでい
ます。横浜から日帰りで便利なところというと、表尾根の周辺ですから、
どっちかというと南側からアクセスする事になります。従って、実際に訪
問すると、遠くから見ていたほどは雪が無いなという印象になります。
さて、このところ中央線沿線とか温泉につられて湯河原に行っていたも
のですから、１カ月ぶりの丹沢歩きをしたくなり、２／２６に大倉から書
策新道を通って新大日まで登り、烏尾山から下山するコースに行ってきま
した。
どういうわけか、資金を必要とする山行き以外にはつき合わないカミサ
ンが同行したいとおっしゃいます。雪の少ない表尾根コースですが、書策
新道だけは凍結したところがあり、アイゼン必携です。二人分のアイゼン
を持っての出発です
流石にこのシーズンはハイカーも少なく、小田急の渋沢から出る大倉行
きのバスも全員が座れます。この人達が、山に散らばるわけですから、表
尾根の縦走路を除けば、殆ど無人と言って良い状態になります。
植林帯を登り、続いて斜面にへばりついた崩れた踏み跡を東へ東へとト
ラバース気味に歩き、いくつかの沢を越えると、最後の急登の斜面にたど
り着きます。ここは、水場になっていますが、雨が少ないせいか涸れてい
ました。ここで食事の支度、といっても餅入りのインスタントラーメンで

身体を暖め後、ひと踏ん張りです。この急斜面が凍結していまして、でき
たらアイゼンを使いたいところです。ほんと、こわい。
表尾根に出ると、この新道を開いた７０うん歳の渋谷書策さんの小屋が
あります。いまも金曜日にあがってきて月曜に下るという生活をされてい
ます。鍋さんのアップされていた「やまなみ五湖ネットワーク林道」に加
えて「第二東名」
、
「２４６のバイパス」といった丹沢を取り巻く新道路
の建設計画について話を聞きました。
あまり奥行きのない丹沢山系にとって、自然の破壊される危機的な状況
にあるのかもわかりませんね。それにしても、
「やまなみ五湖ネットワー
ク林道」は殆どできあがっていて、一部を接続するのみになっているよう
です。完成の後、どういった使い方を予定しているんでしょうね。県の事
業を県民がほとんど知らないというのも・・これは私だけの問題かな(^_^;)。
結局、１時間も話し込んでしまったため、塔の岳の行くのを諦めて烏尾
山の方に縦走して、おとなしく烏尾尾根を下りました。久しぶりの烏尾尾
根でしたが、登山道はひどく荒れていました。檜の植林を整備をしたよう
で、間伐と枝打ちの残骸が登山道を埋め尽くしています。単純な尾根です
から道を失うことはありませんが、歩きにくい事。まあ、遊ばせてもらっ
ている身ですから文句は言えませんが。
というわけで、このシーズンに初めてアイゼンを使えましたし、途中で
空から落ちるというより、空中に舞っている感じのかわいい雪も観察でき、
まずは満足な山歩きでした。

表題:大山（ヤビツ峠、下社）
.大山－下社－表参道
*[01* 日
付<]'94/03/06＠日付
*[02* 山
系<]丹沢＠山系
*[03* コ ー ス<]大山－下社－表参道
*[04 地図・案内<]
［コース］ 小田急秦野＝ヤビツ峠－大山頂上－見晴台－下社－ケーブル駅
約 1200 年前、良弁大僧正によって開山。別名 阿夫利山または雨降山。標高 1252ｍ，表登山道のケーブルを利用して
も、ヤビツ峠からでも、標高差 約 500ｍの登り。高尾の様に公園化していないが、指導標もしっかりしており、道もま
あまあ整備されている。表登山道、ヤビツ峠、日向薬師、広沢 寺とコースがある。交通の便が良い表コースは、信仰登
山のお年寄りから家族ハイクの幼児づれまで、天候，季節によらず結構の人出。
（’９４／３／６日）次女のお礼参りをかねて
竹山
07:54 鴨居
08:17 町田発
08:55 秦野
09:25 蓑毛出発
10:25 ヤビツ峠
11:35 山頂

12:35 下山

13:35 見晴台
14:10 下社

長女が送ってくれる
快晴、風があって寒い。そのわりには、富士山も丹沢もくっきりとはしていない
すでにバスがいたが、蓑毛行き。案内人に聞いたらヤビツ峠は行かないとのこと。やはり、
そんなに多くなくて座れる。
団体さんは、みなさん先に出発してしまった。
10:35 まで。どろんこのようなのでスパッツをつける。
途中の表参道手前、見晴らしの良いところでは、まあまあ富士山が全体の姿を見せてくれる。
その横には南アの白い峰が見える。結構雪が残っていて、一部は凍結して滑りやすい。
これくらいだと杖で十分、アイゼンは不用。
裏側で食事。雪が残っていていつもの場所は駄目。少し横の薮にかけて座る。持っていった
すき焼き丼は生米かも。１５分炊いて１５分蒸らせと書いてある。面倒なので、蒸らさな
かったら芯があって、固い。
１２時すぎると春霞に南アは隠れてしまう。展望盤に、山の名前を修正記入した人がいる。
南アは聖岳、赤石岳、小赤石岳らしい。丹沢は塔の岳から日高、竜ヶ馬場そして丹沢山だ
が、その奥にある高い山は蛭ヶ岳から不動峰に修正されていた。
13:45 まで休憩
14:10、お礼参り。水と御神酒頂く。
14:10 のケーブルがでたばかり。待つのもいやなので、女坂を下り、大山寺にもお参り。

14:40 店
15:22 バス発

結局、14:30 のケーブルと同時到着。
昔、連れ合いと寄った中庭のある店でビールと煮込みおでん。１８５４円。高い。

紀行文
１．この日曜日は、お礼参りに丹沢は大山の阿不利神社に行ってきまし
た。ところで、残念ながら小田急・秦野駅からのヤビツ峠行きのバス
は運休しています。どうも１月末の降雪以来、止まっているようです。
というわけで、蓑毛から１時間余計に登ってしまいました。
ヤビツ峠から大山山頂までの登山道は西斜面になるため、あちこち
に雪が残っています。その一部は凍結していまして、アイゼンを使っ
ている人もいました。でも、遠景には、もう春霞がかかっています。
先週末に行った丹沢表尾根から幽かに見えた大島も霞の中、真鶴半島
すら姿を隠しています。富士山も薄いベールを被った幻想的な姿を見
せていました。それでも正午前までは、南アルプスも顔を出していま
したが、これもみるみるうちに霞の中に隠れてしまいました。
眺望はもう春になったようです。これからは、夕暮れ、日の出前後
を狙うしかないですね。

２．大山山頂の展望盤
丹沢・大山の山頂、神社の裏側にある展望盤ですが、どなたかが
手書きで書き込みをされていますね。
富士山の右側に南アルプスと書かれているところに、手書きで聖岳、赤石岳、
小赤石岳と注記してあります。もうひとつ、オリジナルでは蛭ヶ岳となっていた
のを消して不動峰と修正しています。なかなか厳しい方がおられるようで、関連
はありませんが、なんとなくこちらの会議室を思い出しました。余談です(^_^;)。
HBA01110、横浜のＯＳＫ

表題:鍋割山（寄）
.塔の岳、鍋割山（寄）
*[01* 日
付<]'94/03/20＠日付
*[02* 山
系<]丹沢＠山系
*[03* コ ー ス<]塔の岳、鍋割山（寄）
*[04 地図・案内<]２万五千地図 秦野、大山

アルペンガイド 東京周辺ワンデイ・ハイク

［コース］小田急渋沢＝大倉－大倉尾根－塔の岳－鍋割山－鍋割峠－雨山峠－寄

（’９４・０３・２０，２１） 暖かい、曇り。翌日は快晴
9:40 竹山
10:00 町田
10:06 発
流石にハイカーはこの時間だと少ない
10:50 渋沢
11:18 まで時間があるので、立ち食い蕎麦。ついでに本屋へ。
11:45 大倉出発 ファミリーハイクの人達はどこへ行くのかな？ 鍋割山への分岐がわからない中年夫婦に道を教える。
12:35 青年の家分岐ベンチ
13:30 堀山の家
13:45 14:07
弁当を道端で。やはり冬だ。寒い。
14:55 花立山荘 15:05 ちょっと早すぎるので、花立てでも１０分くらいの時間つぶし。真上には青空部分がちらっ
と顔を出しているが、後は雲。もやもかかっていて眺望はなにもなし。山荘前で鉄骨工事をして
いる。切断機、溶接機もあり、鉄塔でもつくるのかな。
16:00 尊仏山荘 時間つぶしをして、やっと４時になった。頂上も工事中。神奈川県の工事で、あまりにも荒れた
方が酷いので手を入れるそうだ。裸地防止工事で、土止めの木枠と芝生という公園のような感じに
なりそう。工事も最終段階で、自然との調和を考えているという看板があった。
小屋は、めずらしく満員。隣の自炊小屋も使っている。大阪からの団体もいる。毎日新聞の百名山
の会らしい。しばらくして丹沢山往復から帰ってきた。おばさんばかり。前日に伊豆の山いって、
滝沢園に泊まったらしい。戸川林道、天神尾根経由できたらしい。

20:30 寝る

5:00 起床

5:20 出発
5:55 大丸
6:20 小丸
6:40 食事
7:00 出発
7:10 鍋割山

7:40 鍋割峠
8:20 雨山峠

9:45
10:25
11:30
12:15

食事は交代制になってしまった。その後、ロビー？にいたがうるさくて、外へ出る。秩父方面を
やっているらしいおじさんもうるさいと言って出てくる。丹沢は初めてだが、アップダウンが激し
い、いい山だと言っていた。
４号室の２Ｆ。どうも医者を含む山仲間らしい４人組に声をかけられてウイスキー。どうも趣味
に合わないが、断るのも大人げないし。左隣の単独行のおばさんと右隣の単独行おじさんも参加。
おじさんの方は表尾根を来たらしいが、新大日あたりで転んでピッケルで手のひらを切っていた。
かなり深そう。それにしても、山歩きの体型とは思えない太り方。
おばさんは、４人組の誰かに声をかけて檜洞丸の方に行くらしい。
さて、この太ったおじさんが曲者。どうも手を怪我しているせいもあるだろうが、動きがぎこちな
い。梯子からもおこっちるし。寝てからがたいへん。無呼吸症でものすごい鼾を一晩中やられた。
流石に寝れない。ひとつはさんだおばさん向きを１８０度かえる。 結局、俺も変えたが寝られな
い。うとうとくらいはしたが。
早めに降りてＪ＆Ｐに寄りたいので無理矢理おきる。何人か起きたが、その中に鼾おじさんも。
それにしても素晴らしい快晴。日の出前に出発するのもおしいようだ。空は明るんでいて南アも
良く見える。
夜のうちに降ったらしい雪で化粧した残雪を踏みしめて出発
このコースは冬の落葉した季節も良い。檜洞丸、蛭ヶ岳、不動の峰等を眺められ、もちろん富士山に
南アも開ける。海側の方は記憶にないのでそれほどでなかったのかも。
といっても、カップラーメンだが。朝日が差し込み、富士山の見えるところで気持ちの良い朝飯だ。
7:20 出発。鍋割山荘の宿泊はそんなに多くなかったようだ。皆さん、外に出て出発準備中。
南アルプスの同定ができた。
富士山、赤石岳、悪沢岳、塩見岳
杓子山・御正体山（間は農鳥岳？）
間の岳、北岳、仙丈ヶ岳
下るのは早い。後から来たおじさんが雨山峠の方へ行く。
途中で雉うち。鎖場はきつい。岩の表面についた雪と薄氷で滑るし、鎖がまたまた滑る。流石に
アイゼンをつける。軍手をぬぐと手は滑らなくなったが、冷たい。こわくて必死であった。
ところで、この雨山峠は誤認。思い込みのせいで間違えた。地図・磁石と合わないし、道標もない
のに思い込みが激しくて間違えてしまった。本来の雨山峠に向かって行っているのに、秦野峠に
行っていると思いこんで引き返す。じっくりと考え込んだが、どうもわからない。
結局、鍋割峠へ引き返すことにする。結局、２時間以上のロス。
鎖場をまた味わえた！！。もっとも登りは楽。

鍋割峠
寄コシバ沢
雨山峠に行くおばさん二人組。ついで、若夫婦。
キャンプ場
寄
12:21 バス

塔の岳から雨山峠に野遊び
数年ぶりに丹沢主脈を縦走しようかなと、この日曜日から月曜日にかけて、
ふらりと丹沢に行ってきました。
主脈の塔の岳～丹沢山～蛭ヶ岳～焼山を縦走して道志に抜けるには、丹沢山
の「みやま山荘」に一泊すると時間配分が最適になります。でも、残念ながら
眺望が皆無です。丹沢での眺望ならなんといっても塔の岳ですが、一日目の行
程が短すぎますので、ゆっくりと出発することになります。
今回も大倉を１２時過ぎに出ましたが、それでも早すぎます。なんとか１６
時に小屋に入るように、あちこちで時間つぶしをする必要があります。まあ、
せかせかと登らずに、のんびりと山にひたるのも良いもんです。
ところで、塔の岳の「尊仏山荘」はめずらしく満員でした。大阪の毎日新聞
のツアで団体（もちろん、おばさんばかりです(^_^)）の宿泊があったためです
が、まあ騒がしいこと。加えて、残念ながら曇天で、夕焼けに赤く染まる富士
山も東京から横浜の夜景も全く見られませんでした。しかし、翌朝は素晴らし
い快晴に恵まれ、南アルプスも手に取るように真っ白な姿をくっきりと浮かび
上がらせていました。寒いのどうのといっても平地は、もう春という印象です
が、低いとはいえ丹沢でもまだまだ冬です。３時くらいから気温が下がり始め、
すぐ０度くらいまで下がります。夜の間に天候が崩れたようで、黒く汚れてい
た残雪が白く化粧をし直していました。

さて、満員の小屋ですが、隣に寝たおじさんがものすごい鼾。いやあ、これ
まで経験したことがないような音を響かせてくれました。無呼吸症っていうん
でしたっけ、寝ている間に呼吸が止まるやつ、あれの典型例を初めて知りまし
た。でもって、一睡もできなかったですが、まあ山小屋で眠れないのは、これ
までも経験しています。身体を横にしているだけで十分に疲れがとれ、明日の
活動に支障はきたしません。というわけで、気にはなりませんが、眠れぬまま
にぼんやりと明日の予定を考えていて、思い出しました。仕事を残していた事
を(^_^;)。急遽予定を主脈縦走から変更して、半分の時間で歩ける鍋割山～雨
山峠～寄のコースにして、出立も５：３０としました。
ところがこのコース、雨山峠から沢への下りポイントを忘れてしまって、道
探しに時間をとられ、おまけに結局わからず途中の鍋割峠まで引き返したため、
３時間も余計に時間を食ってしまいました。これなら主脈縦走できた～(;_;)。
それにしても、鍋割峠と雨山峠の間にある鎖場こわかった。丹沢で一番長い
鎖場らしいですが、岩にくっついた雪が凍結しているうえに掴んだ鎖も滑る滑
る。どうも落ちたら助かりそうもないし、久しぶりに緊張の連続をそれも往復
でやってしまった。身体中に力をいれてたのか、歳に似合わずもう筋肉が痛く
なってきています。失敗の原因は、途中のポイントを雨山峠と思いこんでしまっ
たためのようです。
肝心の眺望ですが、富士山はもちろん、その右側に赤石岳、塩見岳、そして
御正体山を挟んで間ノ岳に北岳がくっきりと見えていました。北岳の更に右に
見える雪を被った山は仙丈ヶ岳でしょうかしら。御正体山の左奥にくっつくよ
うに見える雪のない山は杓子山だとすると、その間に白い峰がちらっとのぞか
せているのは、農鳥岳でしょう。
VMAIL 版

表題:弘法山、渋沢丘陵
.弘法山、渋沢丘陵
*[01* 日
付<]'94/04/10＠日付
*[02* 山
系<]丹沢＠山系
*[03* コ ー ス<]弘法山、渋沢丘陵
*[04 地図・案内<]
（９４／０４／１０）お花見に弘法山に、連れ合いと
弘法山は、とよ歩会で行って以来だ。鶴巻温泉から秦野に抜けて、渋沢丘陵に
足を延ばし、渋沢から帰るコースを設定。
11:00 出発
11:30
12:15
12:40
13:20
14:00
14:40
16:00

ハイキングコースの標識があっちこっちについていてわかりやすくなっている。
以前に通っていない横町にはいると、温泉宿が一杯。
吾妻山 流石に大勢の人
弘法山
権現山 途中の鞍部に屋台。ビールにたこ焼き、鳥のもも焼き
浅間山 権現山で桜の下、食事。浅間山の方が感じはよさそう。
途中で、足を痛めたらしい初老の人に会う。後で、連れ合いに聞くとぎっくり腰らしい。
秦野駅 クイズの回答を提出する。駅前を通り過ぎて、適当に方角を合わせて歩く。
震生湖 貸しボートあるが、みんなそこから釣りをしている。弁天さんにお参り。
渋沢駅 上下は少ないが、結構歩いた。

お花見ハイキング
横浜、東京の近郷で桜の花見を兼ねたハイキングというと
どこがお勧めでしょうか。みなさん、それぞれ「ココダ！」
というところをお持ちじゃないですか。余程の穴場ですと
無理にとは言えませんが、是非、情報交換しませんか。

私の場合は、交通の便の関係でどうしても丹沢か中央線界
隈に制約されてしまいます。丹沢ですと麓の飯山観音が有名
ですが、人出が多すぎて敬遠しています。
例年よくとるコースは大山を経由して日向薬師に抜けて七
沢温泉へというコースです。日向薬師から七沢温泉にかけて
は人出も多いですが、少なくともカラオケ等の騒音からは逃
れる事ができます。丹沢でもうひとつ手軽なコースは弘法山
ハイキングコースです。弘法山から権現山、浅間山にかけて
の尾根道の桜並木は、なかなか見事です。もっとも車が入れ
ますので、若干の環境悪化は覚悟する必要があります。夜桜
見物を避けて昼間に訪れると、ハイカーが多いせいか、騒が
しさはそれほどは気になりません。
中央線近傍では、景信山周辺と城山周辺が有名ですね。や
はり人出は多いし、若干宴会風の迷惑組もいますが、少なく
とも街中の公園のような酷さからは免れる事ができます。こ
ちらは、時期が少し遅れて４月も末頃が良さそうです。
というわけで、この日曜日は小田急の鶴巻温泉から吾妻山
善波峠、弘法山、権現山、浅間山と標高２００ｍくらいの稜
線をハイキングがてら花見をしてきました。いくつも山越え
をしているようにみえますが、高低差が殆どなくて６Ｋｍく
らいの距離ですから２時間くらいの歩きで秦野駅に出られま
す。
この弘法山ハイキングコースは、手軽なハイキングの案内
書には必ず掲載されている有名なコースですが、２年くらい
前でしたか、地元の地主さんとのトラブルがあって、通行止
めにされていた事があります。現在は、大丈夫なようです。
この日曜は桜も満開で、満喫することができました。権現
山には屋台も出ていまして、ビールを入手可能です（日曜だ
けかな？）
。ただし、桜の感じと休憩場所の雰囲気は浅間山
の方が良さそうです。
さて、秦野駅まで下りてきましたが、ちょと歩き足りない。
一緒に行っていたカミサンと相談し、秦野駅の南側を渋沢方
面に延びる渋沢丘陵に足を踏み入れました。
ここも標高が２００ｍ前後のなだらかな丘陵で、関東大震
災の時にできた日本で最も新しい震生湖が有名です。もうひ
とつ、ここを歩いたハイカーに「つつがむし病」が発生した
という事でも一部には知られています(^_^;)。
ここも約２時間の歩程で渋沢駅に出られます。のんびりと
歩く丘陵からは丹沢の山並み（大山、表尾根、塔の岳）と箱
根外輪山が一望でき、手軽な散歩コースとしては良さそうで
す。ただ、殆どの道が車と同居ですし、わざわざ電車に乗っ
て行くほどでは、ないかも。
次の花見は景信山かな

表題:鍋割山（寄）
.鍋割山（寄）
*[01* 日
付<]'94/04/16＠日付
*[02* 山
系<]丹沢＠山系
*[03* コ ー ス<]鍋割山（寄）
*[04 地図・案内<]２万五千地図 秦野、大山

アルペンガイド 東京周辺ワンデイ・ハイク

［コース］小田急渋沢＝大倉－後沢乗越－鍋割山－鍋割峠－雨山峠－寄＝新松田

（’９４・０４・１６） 連れ合いと。晴れてはいるが、春特有の霞曇り。ただし、近くの稜線ははっきりとしている。
7:03 竹山
7:12 鴨居
7:36 町田発
8:15 渋沢
４０分までバスがない。後から来た初老の夫婦を誘ってタクシー。１２３０円／４人。
8:27 大倉
8:40 出発
9:50 センター上の沢のところ
10:40 後沢乗越
団体が多い。もう銀座になってしまったようだ。
12:00 山頂
連れ合いの調子がいまいちのようだ。だいぶ時間がかかった。
12:35 下山
雨山峠の道が未確認だし、そうでなくとも時間がかかるコース。早めに休憩を切り上げる。
12:55 鍋割峠
途中、ニコルさんのような外人に会う。日本語抜群。玄倉からきたそうだ。
登ってくる団体二組くらいに遭う。ここも、増えたようだ。
13:15 茅ノ木沢の頭 スリル満点の鎖場を通過した小ピーク。今回は、乾燥しているので下りやすかったが、
ざれているので、後から来るおじさんに多量の土砂を落とされる。
13:30 問題の峠
もうひとつの短い鎖場を通過すると、この前、雨山峠と間違えたところ
左に折れて、明瞭な道をアップダウン、鎖場も通って、最後に急下降する。
14:00 雨山峠
立派な道標にベンチがあって、いかにも峠。全く、なんで勘違いをしたのか。
１０分休憩。気持ちの良い沢に下りるが、途中の左への高巻き道、道標あるが見落としやすい。
そのまま沢を行くと違う方向へ 行ってしまう。非常にザレている。石も御影石主体。このザレ
の片側崖のところはどうも嫌だ。
14:50 寄コシバ沢
鍋割峠への登り口。休憩中に団体さんがおりてきた。５分休憩。
15:55 キャンプ場
途中で、檜岳の方で植林をしていた人達に会う。近道を教えてもらったが、若干問題ありの
コースだな。
結局、軽トラックに乗せてもらって寄へ
16:10 寄
荷台では寒かったが、１時間近くの舗装道路歩きを免れて、バスにも間にあった。
16:20 バス発

雨山峠の再探索に
この３月に塔の岳から鍋割山経由で雨山峠に行こうとして道を失った件
をアップしましたが、どうも悔しくて本日再挑戦してきました。
登山道が屈曲しているポイントを雨山峠であると思い込んだのが、失敗
のはじまりでした。
「地図と磁石が一致しないのは地図の誤りである」
、
「行くべき道が無くなったのは、もともと崩れが酷い所なので崩壊したの
である」
・・と、まあ今になって思えばとんでも無い誤判断をしました。
全く、中年の思い込みというのは(^_^;)、日常生活でもやっているの
ではないかと心配です。
その後、じっくりと地図を見てだいたいのところは、わかっていました
が、丹沢に行きたいというカミサンのお供がてら、反省を込めて確認をし
にいったわけです。
日帰り予定のため、大倉から二股と後沢乗越を通って、鍋割山まで登り
ましたが、いまやこのコースは銀座ハイキングコースと化してしまったよ
うです。数年前までは、大倉尾根に比べて篤志家向きの静かな登りという
キャッチフレーズでしたが、次々と団体さんにファミリーのハイカーが訪
れる状況になってしまいました。
大勢のハイカーに踏まれて正規の登山道からはずれた道が幾筋もついて
います。こうなると、下生が無くなり、土が流れ始めます。ついで、木が
倒れるところまでいってしまいますが、この防止なんでしょうね、進入禁
止のロープがあちこちに張られていました。
・・少なくともハイカー、登山者には森林保護、自然保護をいう資格が
ないのかも(^_^;)
鍋割山から鍋割峠／雨山峠におりる道は、流石に人が減りますが、１０
人をこす団体数組に遭いました。これもここ数年ではめずらしい事です。

全く人に会わないという事が多かったこのコースも一般化し始めたようで
す。崩壊している所とかザレタ崖もあって、それなりにスリルのある道で
すし、季節・天候によっては犠牲者も出ています。気楽に入ってくる団体
さんもいるようですが、大丈夫なのかなと余計な心配もします。
さて、鍋割峠そして前回は雪と凍結で滑りやすくて肝を冷やした鎖場を
通過すると、問題の「思い込み峠」となります。ここらあたりからは、玄
倉川・ユーシンを挟んで大室山、檜洞丸、蛭ヶ岳の展望に最適です。塔の
岳もいつもの表側から眺めるのとひと味違った姿を見せてくれます。
今回は、もちろん悩むことなく「思い込み峠」を通り抜け、ここから約
３０分で本当の雨山峠にたどりつきました。こちらは道標からベンチまで
ある立派な峠です。前は、なにを勘違いしたのか(~_~ﾒ)。
峠から寄沢を下りますが、なかなか趣のある沢です。鎖場のある茅ノ木
沢の頭あたりからここらあたりまでは、御影石が多くて、丹沢の表側と多
少異なっています。富士山か箱根の爆発の影響なんでしょう。
いくつかの小ピークをこえると寄コシバ沢、鍋割峠へ登る沢に遭遇しま
す。この辺りでは、そこかしこに咲くいろんな種類の山桜（名前が？）
、
つつじ（アカヤシオ？）が、目を楽しませてくれます。ここからは、一般
的な山道というか植林の中をキャンプ場にむけて、ひたすら下ります。
キャンプ場の手前で、檜岳で植林作業をしてきた人達に会い、近道を教
えてもらったうえに、キャンプ場から歩くと１時間くらいの寄バス停まで
車に乗せてもらいました（トラックの荷台は涼しかった(^_^)）。植林の方
の話では、鹿の食害が酷くてたいへんだそうです。植える片っ端から食わ
れてしまう、禁猟で退治もできないしと嘆いていました。丹沢の鹿は増え
ているという説と減っているという説が入り乱れていて、どちらが本当か
わかりません。でも、いずれにしても単に趣味で山にはいるだけの私なん
かには何も言えないですね。自然保護を唱える方とか私のような山遊びの
人間から思い切った目的税を徴収して、本格的な取り組みをしたらどうか
なと思う今日この頃です。
ややこしい話はともかくとして、荷台に便乗させてもらえたおかげで、
寄バス停では１時間に１本のバスの発車直前に間に合う事ができました。
ＣＡＢ１００５７ ＯＳＫ
VMAIL
雨山峠の再探索に
この３月に塔の岳から鍋割山経由で雨山峠に行こうとして道を失った件
をアップしましたが、確認のためにこの土曜日に再挑戦してきました。
この前は、登山道が屈曲しているポイントを雨山峠であると思い込んだ
のが、失敗のはじまりでした。
「地図と磁石が一致しないのは地図の誤り
である」
、
「行くべき道が無くなったのは、もともと崩れが酷い所なので
崩壊したのである」
・・と、まあ今になって思えばとんでも無い誤判断を
しました。
全く、中年の思い込みというのは(^_^;)、日常生活、会社生活で
もやっているのではないかと心配です。
その後、じっくりと地図を見て、だいたいのところは、わかっていまし
たが、丹沢に行きたいというカミサンのお供がてら、反省を込めて確認を
しに行ったわけです。
日帰り予定のため、大倉から二股と後沢乗越を通って、鍋割山まで登り
ましたが、いまやこのコースは銀座ハイキングコースと化してしまったよ
うです。数年前までは、大倉尾根に比べて篤志家向きの静かな登りという
キャッチフレーズでしたが、次々とファミリーあるいは団体さんのハイカー
が訪れる状況になってしまいました。そのためか、大勢のハイカーに踏ま
れて、正規の登山道からはずれた道が幾筋もついています。こうなると、
下生が無くなり、土が流れ始めます。ついで、木が倒れるところまでいっ

てしまいますが、この防止なんでしょうね、進入禁止のロープがあちこち
に張られていました。
鍋割山から鍋割峠／雨山峠におりる道は、流石に人が減りますが、それ
でも１０人をこす団体の数組に遭いました。これもここ数年ではめずらし
い事です。全く人に会わないという事が多かったこのコースも一般化し始
めたようです。崩壊している所とかザレた崖もあって、それなりにスリル
のある道ですし、季節・天候によっては犠牲者も出ています。気楽に入っ
てくる団体さんもいるようですが、大丈夫なのかなと余計な心配もします。
さて、鍋割峠そして前回は雪と凍結で滑りやすくて肝を冷やした鎖場を
通過すると、問題の「思い込み峠」となります。ここらあたりからは、玄
倉川・ユーシンを挟んで大室山、檜洞丸、蛭ヶ岳の展望に最適です。塔の
岳もいつもの表側から眺めるのとひと味違った姿を見せてくれます。
今回は、もちろん悩むことなく「思い込み峠」を通り抜け、ここから約
３０分で本当の雨山峠にたどりつきました。こちらは道標からベンチまで
ある立派な峠です。前は、なにを勘違いしたのか(~_~ﾒ)。
峠から寄沢を下りますが、なかなか趣のある沢です。鎖場のある茅ノ木
沢の頭あたりからここらあたりまでは、御影石が多くて、丹沢の表側と多
少異なっています。富士山か箱根の爆発の影響なんでしょう。
いくつかの小ピークをこえると寄コシバ沢、鍋割峠へ登る沢に遭遇しま
す。この辺りでは、そこかしこに咲くいろんな種類の山桜（名前が？）に
つつじ（アカヤシオ？）が、目を楽しませてくれます。ここからは、一般
的な山道というか植林の中をキャンプ場にむけて、ひたすら下ります。
キャンプ場の手前で、檜岳で植林作業をしてきた人達に会い、近道を教
えてもらったうえに、キャンプ場から歩くと１時間くらいの寄バス停まで
車に乗せてもらいました（トラックの荷台は涼しすぎた(^_^)）。植林の方
の話では、鹿の食害が酷くてたいへんだそうです。
「植える片っ端から食
われてしまう、禁猟で退治もできないし」と嘆いていました。丹沢の鹿は
増えているという説と減っているという説が入り乱れていて、どちらが本
当かわかりません。でも、いずれにしても単に趣味で山にはいるだけの私
なんかには何も言えないですね。自然保護を唱える方とか私のような山遊
びの人間から思い切った目的税を徴収して、本格的な調査に対策をしたら
どうかなと思う今日この頃です。
・・少なくともハイカー、登山者には森林保護、自然保護をいう資格が
ないのではないか(^_^;)
ややこしい話はともかくとして、荷台に便乗させてもらえたおかげで、
寄バス停では１時間に１本のバスの発車直前に間に合う事ができました。

表題:陣馬山、景信山
.陣馬山、景信山
*[01* 日
付<]'94/04/30＠日付
*[02* 山
系<]中央線＠山系
*[03* コ ー ス<]陣馬山、景信山
*[04 地図・案内<]山と高原地図 高尾・陣馬
［コース］ＪＲ八王子＝藤野－上沢井－１ノ尾尾根－陣馬山－明王峠－景信山－城山－弁天橋－相模湖駅
標高８５７ｍ，このあたりの最高峰で富士山、三ツ峠その向こうに南アルプスが見える。手前西方はおそらく秩父山
系と思われる屏風状の山並が南北にひろがり雪を頂く金峰山が頭を出している。南方には蛭が岳を中心とする丹沢山系が
東西に広がる。山頂には茶店があり、高尾からの縦走ハイキングコース。途中の明王峠付近が桜の名所との事。途中、ナ
ラコ尾根を下ると鉱泉の宿３軒。
（９４／０４／３０） 薄曇り。途中、にわか雨。桜見物を兼ねて連れ合いと。
6:56 竹山
7:12 鴨居発
富士山、丹沢の眺望皆無
7:55 八王子
8:21 高尾で接続

8:35 藤野駅
8:45 出発
?:?? 陣馬高原下

連休でもこのコースは人が少ない。

入り口すぐに、一ノ尾尾根とナラコ／栃谷分岐
今回は、一ノ尾尾根を選ぶ。急坂の舗装道を登っていくと結構立派な民家が点在。一番うえ
に空き地があり欲しくなる。
9:50 上沢井との分岐 ここからは以前に通った道だ。本当に人が殆ど－全くいない。静かで気持ちの良い道だ。
あちこちに山ツツジと山椒。山ツツジは可憐で大好きな花。
11:22 山頂
流石に山頂は大勢。冬場閉まっている茶屋でビール（瓶だぜ）とおでん、しめて１〇〇〇円。
展望は皆無。桜も多少はある。桃が咲いていた。
12;05 下山
明応峠に向かう。こちらは、ハイカーがやたらに多い。
12:47 明王峠
素通りして景信山へ。
12:55 底沢峠
13:45 景信山
13:30 頃から降りだした雨が大降りになる。身支度して 14:05。
14:30 小仏峠
とよ歩会で来た時を思い出す。時間あるので城山へ。
14:50 城山分岐
手前で道が二つに分かれる。右側をとったら城山からの下山道の途中に出る。下山に決定。
15:25 茶屋
閉まっていた。１０分休憩。
15:55 道路に出る
弁天橋のほうにコースをとる。沢まで下りてのぼり返す。疲れた。
16:45 相模湖駅
16:53 電車

紀行文
今年に入って２回目の陣馬山。この陣馬山は、手軽に雪と展望を楽しめる事も
あって毎年１月頃になるとぶらりと出かけています。今回は陣馬山から景信山、
高尾山にかけて随所に見られる桜並木が目的ですが、流石に遅すぎるかも。どう
でしょうね、平地で３月に桜吹雪が見られた数年前の４月１日に行ったときは蕾
みがまだまだ固くて、早くてもまだ２週間は先であろうという感じでした。
中央線の藤野駅から陣馬山に登るコースはアプローチが長いためか、気持ちの
良い登山道のわりには入る人が少ない穴場です。麓に温泉（鉱泉）宿があり、あ
るいは逆コースの方が人気なのかもわかりません。
今回もゴールデンウイークとはいっても、山頂まで私ども夫婦だけの全く人に
会わない静かな山歩きを楽しめました。
山頂は流石に大賑わいです。茶店が３軒ありますが、冬場には閉鎖している店
もすべてオープンしています。なんと、よく冷えた瓶入りのビールを楽しむ事も
できます(^_^)。
さて、目的とした桜は残念ながらもう終わっていました。流石に平地よりは多
少遅れていまして、葉桜になりながらも花びらが風に舞う風景を楽しむ事はでき
ました。そのかわり、山ツツジが満開です。あの多少透き通った感じの花は可憐
でいいですよね。
陣馬山から明王峠、景信山、小仏峠、高尾山に抜ける縦走路は、手軽なハイキ
ングコースでもあり、流石にラッシュの状況です。景信山では、天気予報より早
めに寒冷前線が来たのか、激しい雨にみまわれ温度も一挙に低下しました。まあ
お手軽ハイキングコースですから、これくらいのハプニングのあった方が楽しい
と負け惜しみを言いながら、小仏峠から城山方面へと足を進めます。
この縦走路では、各峠と山頂に茶店があります。小仏峠でも大きな茶店があり、
「タラの目、ふきのとう」を並べていました。天ぷらにするとうまいだろうなと
横目に見ながら、城山方面へと向かいます。
少し先の道が二分するところで、間違えて「まき道」を選び、城山から弁天橋
を通って相模湖駅に至る下山道の「関東ふれあいの道」に出てしまったため、予
定を急遽変更。高尾山はやめて相模湖に出る事に－－融通無碍またはいいかげん。
休憩を入れてですが、八時間のハイキングとなりましたが、アップダウンが少
なくて楽ちんコースの一日でした。
ＶＭＡＩＬ版
陣馬山は今年に入って２回目(^_^;)。手軽に雪と展望を楽しめる事もあって
毎年１月頃になると本能的にいつのまにか出かけています。
今回は陣馬山から景信山、高尾山にかけて随所に見られる桜並木を目的とし
た意識しての訪問ですが、流石に桜には遅すぎました。そのかわり満開の山ツ
ツジを楽しむことができました。

中央線の藤野駅から陣馬山に登るコースはアプローチが長いためか、気持ち
の良い登山道のわりには入る人が少ない穴場です。麓に温泉（鉱泉）宿があり、
あるいは逆コースの方が人気なのかもわかりません。今回もゴールデンウイー
クとはいっても、山頂まで私ども夫婦だけの全く人に遭わない静かな山歩きと
なりました。
山頂は流石に大賑わいです。茶店が３軒ありますが、冬場には閉鎖している
店もすべてオープンしています。なんと、よく冷えた瓶入りのビールを楽しむ
事もできます(^_^)。さて、目的とした桜は残念ながらもう終わっていました
が、流石に平地よりは多少遅れていまして、葉桜になりながらも花びらが風に
舞う風景を楽しむ事はできます。そのかわり、山ツツジが満開です。あの多少
透き通った感じの花は可憐でいいですよね。
陣馬山から明王峠、景信山、小仏峠、高尾山に抜ける縦走路は、手軽なハイ
キングコースでもあり、流石にラッシュの状況です。景信山では、天気予報よ
り早めに寒冷前線が来たのか、激しい雨にみまわれ温度も一挙に低下しました。
まあお手軽ハイキングコースですから、これくらいのハプニングのあった方が
楽しいと負け惜しみを言いながら、小仏峠から城山方面へと足を進めます。
小仏峠の少し先で道が二分しますが、間違えて「まき道」をに入り、城山か
ら弁天橋を通って相模湖駅に至る下山道に出てしまったため、予定を急遽変更。
高尾山はやめて相模湖に出る事に－－融通無碍またはいいかげん。
でもって、休憩を入れて八時間のハイキングとなりましたが、アップダウン
が少なくて楽ちんコースの一日でした。

表題:雁ガ腹摺山
.雁ガ腹摺山
*[01* 日
付<]'94/05/02＠日付
*[02* 山
系<]大菩薩＠山系
*[03* コ ー ス<]雁ガ腹摺山
*[04 地図・案内<]
雁ガ腹摺山は、大菩薩嶺から南に延びる小金沢連嶺の南端近く、東に位置する１８５７ｍの中級山岳。旧５００円札の
富士山眺望で有名。
雁ガ腹摺山の名前がついた３つの山があり、同じ連嶺の真ん中当たりに牛奥ノ雁ガ腹摺山（１９００ｍ？）、南西にだ
いぶ下がって、笹子トンネル付近の笹子雁ガ腹摺山（１３６０ｍ）
。地元では「がんばら」もしくは「ｘｘｘｘがんばら」
と通称。冬場は１ｍくらいの積雪になるそうだが、晩秋から初冬にかけての展望が効くシーズンがベストとされている。
大月からタクシーで金山鉱泉で山頂往復が一般的だが、初鹿野から湯の沢峠経由で縦走もあり。
（９４／０５／０２） 曇り。どうも天候が良くない連休だ。関東南部は明日の方が良さそうだが？山梨県東部は
今日の方が良さそう。
連れ合いと。
5:52 竹山発
夜の内に雨。現状は曇天。とりあえず、富士山方面の地図も持つ。
6:02 鴨居発
一つ早くのれた。
6:40 八王子
6:56 甲府行き。ここらも大月まで、雨が降っていたらしく濡れている。曇り空が回復する
兆候無し。
7:47 大月
タクシー出発。うるさい運転手で湯ノ沢峠に行けという。冗談じゃない２万円も使えるか。
２６００円。
8:07 金山鉱泉
8:10 出発
駐車場に数台の車。１台には夫婦がいて身支度中。他の人はもう出発したようだ。
9:30 金山峠
昨年と同じペースで到着。昨年は、ここで引き返した。前回はわかりにくかった沢沿いの道も
一度経験しているとなんなく通過。後から来た夫婦、先に出ていた初老のおじさんと一緒になる。
9:40 百間干場
広い河原ではあるが、びっくり仰天。すごい林道ができている。堰堤の工事用かと思ったら、
観光林道で奥多摩にもつながるとか。ストック２本持った先ほどのおじさんと、困ったもの
だと話しながら林道歩き。
ほどなく、右に上がる取り付き点が見つかる。
10:00 尾根
急登すると尾根に出る。ここで、ツツジの群生に迎えられる。
連れ合いがタラの木を見つけて大騒ぎ。ここで、連れ合いのかかとに絆創膏を貼る。おじさん
は先に。
10:45 鞍部
いやあ、やたらに急登だ。

10:55
11:02
11:16
11:26
12:20

林道
雨量計
白樺平
岩場休憩
山頂

13:15
14:00
14:07
14:55

下山
雨量計
林道
百間干場

15:15
16:15
17:07
17:34

金山峠
鉱泉
大月
列車

なんと、林道はここを通って遥か向こうまで延びている。１５００ｍ地点。
神奈川県企業局。城山ダム用。次第に上空は晴れてきて日が射し始める。
高度計：１５５０ｍ。確かに白樺が増える。思ったより小さい鞍部
岩がベンチにようになっていて、休憩者多いようだ、
ここまでは急登に次ぐ急登。山頂手前からなだらかなカヤトの原に。
北側に樹林帯を背景にした看板のある山頂。樹林帯には残雪。高度計：１８９０ｍ。
最初、４人の団体。先に行ったおじさん、途中追い越していった夫婦くらいであったが、後から
若夫婦（ニュージランドで一緒になった橋本さんに似ている）
、おじさん３人組みがくる。
上空は晴れて、カヤトの原でぽかぽかと気持ちよく寝転がる。
いつまでもいたい感じだが、時間もあって。

途中の尾根両側に多量のタラの芽。ここは宝庫だ。登山道からはぽつぽつと見える程度だが、
足を踏み入れると大量にある。
16:20 タクシー呼ぶ 16:45 タクシー
３０３０円。メータを間違って倒したと称して。少し高い。

紀行文
ゴールデンウイークの山歩き
ゴールデンウイークには、
「テントを担いで山にこもりましょ」と
秘かに企んでいましたが、カミサンが山へ連れて行けと言い出しまし
た。となるとテント山行きは無理、近場の日帰りコースを組み合わせ
る事とあいなりました。
さて、１回目は、４月３０日に陣馬山－城山－弁天橋のポピュラー
コースに出かけました。５月２日の２回目は、天候を心配しながら、
もう少し山歩きらしい雰囲気の味わえる雁ガ腹摺山です。
ところで、雁ガ腹摺山というと５００円札に使われた富士山眺望の
山として有名です。大菩薩嶺から南に延びる小金沢連嶺の南端近く、
東に位置する１８５７ｍの山です。中央本線に近いですが、最寄り駅
からのバス便が無いに等しくアプローチに難があります。タクシー利
用の贅沢山行きをせざるを得ません。実は、昨年の５月１日にも行き
ましたが、雨に降られて途中から撤退しています。どういうわけか、
今回も天候がいまひとつで、関東南部はぱっとしないようです。しか
し、山梨県東部のお天気電話では、かえって今日の方が良さそう。多
少の不安を抱きながら早朝出発をしました。
八王子６：５６発の中央本線の車窓からは、ガスのかかった山並み
と上空の厚い雲、そして今まで降っていたという感じの路面の濡れが、
いやがうえにも不安を掻き立てます。しかし、ここまで来れば、今更
引き返すのも癪、大月駅からタクシーを利用して金山鉱泉の最奥にあ
る山口館という旅館？山荘？前の登山口まで入りました。
登山口から金山峠までの１時間半くらいは、丸太を架けただけの簡
易橋を何度も渡りながらいの沢沿いのコースになります。踏み跡のわ
かりにくいのが難点ですが、変化に富んでいますし渓流の音に耳を楽
しませながらの楽しいコースです。
金山峠からは、百間干場という広い河原のある鞍部まで下りますが、
ここでびっくり仰天。大々的な工事が進んでいまして、ガイドブック
にも地図にも記載されていない林道が延々と延びています。この上の
１６００ｍ白樺平付近を通り、最終的には奥多摩の方とつながる観光
林道になるらしい。全く(~_~ﾒ)。
気を取り直して、林道脇の取り付きから尾根道まで急登しますと、
つつじ（多分、アカヤシオ）の群生が迎えてくれます。ここから山頂
まで２時間半、急登につぐ急登となりますが、白樺・カラマツにブナ
といった様々な雑木に囲まれた気持ちの良い尾根道です。おまけに、
少し脇にそれると山菜の宝庫です。たっぷりと「タラの芽」を入手で

きました。
山頂の手前から上空は青空になり、日が射してきました。おかげで、
南に向かって開けたカヤトの原では、ぽかぽかと気持ちよく寝転がれ
ました。富士山も含めての眺望はガスに邪魔されて得られませんが、
まあ良しとしましょう。山頂の北面は樹林帯になっているせいでしょ
うね、ところどころに雪が残っています。
４時間強の苦しかった登りも下りとなると早いものです。山菜とり
に脇道にそれましたが、３時間で金山鉱泉に戻り、タクシーを呼んで
もらいました。どうも、下の方は一日天気がぱっとしなかったようで、
下るに連れてガスに巻かれて冷えてくるという変な経験もしました。
この連休、あと１回くらいは行きたいな(^_^;)。
ＣＡＢ１００５７ ＯＳＫ
ＶＭＡＩＬ版
雁ガ腹摺山というと５００円札に使われた富士山眺望の山として有名です。
大菩薩嶺から南に延びる小金沢連嶺の南端近く、東に位置する１８５７ｍの山
です。中央本線に近いですが、最寄り駅からのバス便が無いに等しくアプロー
チに難があります。タクシー利用の贅沢山行きをせざるを得ません。
昨年は５月１日に行き、雨に降られて途中から撤退しています。どういうわ
けか、今回も横浜では天候がいまひとつの雨模様でしたが、
「曇り時々晴れ」
という山梨県東部のお天気電話を頼りに出発しました。
八王子６：５６発の中央本線の車窓からは、ガスのかかった山並みと上空の
厚い雲、そして今まで降っていたという感じの路面の濡れが、いやがうえにも
不安を掻き立てます。しかし、ここまで来れば、今更引き返すのも癪、大月駅
からタクシーを利用して金山鉱泉の最奥にある山口館という旅館？山荘？前の
登山口まで入りました。
登山口から金山峠までの１時間半くらいは、丸太を架けただけの簡易橋を何
度も渡り返しながらの沢沿いのコースになります。踏み跡のわかりにくいのが
難点ですが、変化に富んでいますし渓流の音に耳を楽しませながらの楽しいコ
ースです。金山峠からは、百間干場という広い河原のある鞍部まで下りますが、
ここでびっくり仰天。大々的な工事が進んでいまして、ガイドブックにも地図
にも記載されていない林道が延々と延びています。この上の１６００ｍ地点の
白樺平付近を通り、最終的には奥多摩の方とつながる観光林道になるらしい。
全く(~_~ﾒ)。
気を取り直して林道脇の取り付きから尾根道まで急登しますと、アカヤシオ
の群生が迎えてくれます。ここから山頂まで２時間半、急登につぐ急登となり
ますが、白樺・カラマツにブナといった様々な雑木に囲まれた気持ちの良い尾
根道です。おまけに、少し脇にそれると山菜の宝庫です。たっぷりと「タラの
芽」を入手できました。
心配していた天候も山頂の手前から上空は青空になり、日が射してきます。
おかげで、南に向かって開けたカヤトの原では、ぽかぽかと気持ちよく寝転が
れましたし、富士山の眺望はガスに邪魔されて得られなかったですが、まあ快
適な山行きとなり満足の一日でした。

表題:大山三峰
.大山三峰
*[01* 日
付<]'94/05/17＠日付
*[02* 山
系<]丹沢＠山系
*[03* コ ー ス<]大山三峰
*[04 地図・案内<]

［コース］小田急本厚木＝煤ガ谷（宮ガ瀬行き）－湯出川橋－物見峠分岐－山の神－北峰－三峰－不動尻
－広沢寺温泉入り口＝本厚木
大山から北方に伸びる尾根筋に連なる４～５個のピークからなる。起伏も結構あり、一部ザレたところとか鎖場,はしご
もあり変化に富んでいる。８９年の夏には滑落死亡事故があり、急峻であり経験者向きの山である旨の立て看が随所に出
ている。しかし、ハイキングガイドに出ている事もあって、毎回１，２人のあまり装備のできていない人が混じってくる。
なお、交通の便も結構良いほうだが、訪れる人はあまり多くなく、静かであった。登り口のあたりには野生の猿もいる
ようだ。狩猟期には猪のハンターもいる・・・しかし、コース整備が進み、人気コースになって人が多くなった現在は？
（’９４／０５／１７）
7:55
8:08
8:31
8:54

竹山
鴨居
町田
本厚木

9:40 出発
10:37 分岐ベンチ
12:07 弁当岩
12:30 山頂
13:00
14:05
14:25
15:40
15:49

晴天。休暇とって２週間ぶりの山

上煤ヶ谷行きのバス 9:00 に間にあった。
少し歳いきのおばさん２・３人、夫婦一組くらいのハイカーがいたが、いずれも途中で下車。
結局、今日は俺だけ。山頂で出会うくらいかもと思いながら出発。
今日は俺だけかと思っていたらベンチに老夫婦の２人連れ。暑さにまいったといっていた。
急斜面の登り口におばさん、３人。急斜面に来るまでの間にテープのある分岐。きっと、
これが最近のバリエーションルートだろう。
途中で、下りてくるおばさん、ふたり。本日は結局これだけの人達に遭遇。
山頂は俺だけ(^_^)。でも、弁当も終わった頃、先ほどの３人組みおばさんが来る。

下山
沢
汗を流す。
不動尻キャンプ場 誰もいなくて静かなもの。方角盤のうえで寝転がる。気持ちがよい。
バス停
バス

表題:九鬼山
.九鬼山
*[01* 日
付<]'94/05/22＠日付
*[02* 山
系<]中央線＠山系
*[03* コ ー ス<]九鬼山
*[04 地図・案内<]

［コース］中央線猿橋－神楽山－御前岩－馬立山－礼金峠－紺場休場－九鬼山－九鬼集落－富士急線禾生
大月の南に位置する。標高９７０ｍの九鬼山はこの一帯の盟主的な存在。猿橋から礼金峠までは、あまり手の入ってい
ない縦走路を若干ヤブ漕ぎ気味にたどる。近くの集落の山仕事道が走っていて道を迷いやすい。冬場には積雪、凍結に備
える必要がある。
礼金峠から九鬼山は完全にハイキングコースと化している。富士急線から登り富士急線に戻るコース。
（’９４／０５／２２）

6:13
6:25
7:03
7:13
7:55
8:05

竹山
鴨居
八王子
高雄
猿橋
出発

8:20
8:45
9:00
9:15

小尾根
田中分岐
神楽山分岐
御前岩

9:25 出発
9:53 沢井沢の頭

今度は連ちゃんだ。行きたがっていた連れ合いは腰痛で駄目。しかし、あまり気に入ら
ないコースだっただろう。
休日は、6:13,23,41,47 7:01,13,24,34,44,53
ホームに上がるとすぐ
7:13 大月行きの高雄発に接続する最終電車にぴったし。
流石にハイカーは誰も下りなかった。
駅前の駐車場横の狭い道を２０号線に上がる。陸橋で中央線を渡ると、すぐ２０号横の細い
登り坂に標識あり。小さい標識がいっぱいある。これに従って、畑の中を縫っていく。
以前は沢に入ったようだが、今は急斜面を直登して尾根に出る。
狭い道でヤブっぽいが、道は明瞭。この後は馬立山まで殆ど一直線に南進。
田中方面は東大月ニュータウンの造成とかで通行止め。
行くの止めた
富士山、三ツ峠の展望が得られた。遠く東の方に霞んで見える山並みは丹沢か。富士山の前、
左側に流れる山並みは？
２分するので間違えないように。手前の方が正。向こう側はそのまま下山してしまう。
小高くなっている。７６０ｍ。ここを通り過ぎたところで、菊花山へ下りていく直進気味の

10:10 馬立山巻き道

10:50 馬立山

11:10 出発
11:20 礼金峠
11:50 紺場休場
12:20 九鬼山

12:50
13:45
14:00
14:30

下山
九鬼集落
禾生
電車

コースと左に急登するコースに分かれるところあり。
東側を巻く道あり。回り込んだ所で、下りコースにぶつかる。Ｕターンし登るコースに
テープがあったが、そちらだと山頂に行ってしまう。地図では、尾根を下っていく筈なので、
山頂を省略して下る。
結局、確認ぜずに下ったのが敗因であった。どんどんヤブ漕ぎ気味に下っていくと道が２分
する。テープもなく悩む。最初、直進急勾配を下ってみるが、だんだんヤブが酷くなる。
コースもずれているようだ。どうもおかしいと元に戻り、左のもう少し踏まれている感じの
コースを選ぶが、やはり歩きにくいし、どうも馬立山の位置もおかしい、下の部落の位置も
おかしい 。引き返しを覚悟して馬立山に戻る。
やはり、間違っていた。山頂が西に広がっていてそちらに縦走路あり。ひとつ尾根を間違えた
わけだ。
ここへくるまでに、山仕事の人ひとりと会った。本日初めての人。
小広くなっていて大菩薩連嶺の好展望地。それにしても、礼金峠までと違って、標識が多く、
道も整備されている。
途中、下ってくる若い女性ふたり、頂上近くで下ってくるおばさん組に出会う。頂上には、
下調べに来たらしい初老のおじさんとおばさんがいた。多少、広くなっていて大菩薩連嶺
方面が開けている。
新しい道と九鬼集落への旧コースにわかれる。急勾配の後者を選ぶ。
先に出た、下調べの二人連れと一緒になる。彼らは、新コースを選んだらしい。
１５５０円。禾生で待っている間に大勢の団体さんが来た。高川山かな？
途中で出会った下山の若い女性は田野倉で乗ってきた。

14:47 大月
紀行文
九匹の鬼の棲む山（九鬼山）ってご存じ？
大月の近傍に位置する九鬼山は、低山歩き派の間で有名になっているよ
うです。私が知らなかっただけなのかな(^_^;)。
その九鬼山の山頂で出会った方が昭文社の地図「高雄・陣馬」を持って
おられましたが、この九鬼山のルートが高川山とあわせてしっかりと記載
されていました。残念ながら、私の昭和６２年版の昭文社地図には両山と
も載っていません。
ともあれ、山名に惹かれて、中央本線は猿橋駅から入り、御前岩・馬立
山・礼金峠を経て標高９７０ｍの九鬼山そして富士急線の禾生へと縦走し
てきました。なかなか変化に富んだ面白いコースで前半の猿橋～礼金峠が
一般の未舗装道路なら後半の礼金峠～九鬼山～禾生はハイウエーといった
感じです。
猿橋からの登山口にはひつこいくらいに小さな標識がついていますが、
後は地形図と木につけられた赤いテープが頼りで、若干ヤブ漕ぎ気味に急
斜面のやせ尾根を上下しながらの縦走となります。これに対して、礼金峠
から九鬼山は立派な登山道が整備されていまして、立派な標識がいたると
ころにあります。どうも富士急線の田野倉から礼金峠に直接来られるハイ
キングコースがあるようです。
さて、猿橋駅から２０号線で中央本線を越えると、数分で登山口とアク
セスはたいへん良好です。畑の中を少し行くと、
「えーっ、これ登山道？」
といった感じの急斜面になりますが、２０分ほどで尾根筋に出ます。中央
高速と２０号線の車の音がうるさいですが、雰囲気はヤブっぽい山奥といっ
たところです。今回の縦走には関係のない分岐ですが、東大月ニュータウ
ンの工事中で通行止めという看板が出ていました。まさか、狸のニュータ
ウンじゃあないだろうな。
小１時間で稜線上にある岩場の御前岩に出ます。富士山、三ツ峠、大菩
薩連嶺となかなかの見晴らしです。ところで、近くに集落がいくつかある
低山だからでしょう、おそらく山仕事のためと思われる道が幾筋か通って
います。縦走コースと錯綜して、迷いやすいですね・・・実は、次の馬立
山で迷ってしまいました(^_^;)。

岩場から約１時間で馬立山の直下に出ます。相当の急斜面ですが、脇に
巻き道があるじゃないですか。当然、そっちに行きます。ところが、これ
に入ったのが敗因。馬立山の向こう側に出られたまでは良かったのですが、
本当はここからＵターンの形で山頂まで行かないといけません。普通、人
情として登り返さないですよね。だって、いかにもそれらしい下りの尾根
が目の前にあるんだもの。鼻歌まじりでトントンと下っていきます・・が、
どうもおかしい。方角がそれていきます。ヤブが多くて見通しは悪いです
が、馬立山の山頂の位置がずれていきます。結局、山頂まで舞い戻ると、
もうひとつ横の尾根に下る道があるじゃないですか。いやあ、やはり手抜
きはあきまへん。原理・原則は守りまひょ(^_^)。
あとは、どんどん下っていきますと礼金峠、ここから九鬼山までは、ハ
イキングコースの歩きやすい道を１時間です。流石にここまでくると、数
人のハイカーに出会いました。
ところで、九鬼山からの展望は大菩薩連嶺とその奥が主体のようです。
そんなに大人気が出る程の印象じゃありません。冬場はもう少し良さそう
ですが、どうなんでしょう。雪と凍結が気になりますが、軽アイゼンで大
丈夫じゃないかな。

表題:大山北尾根－物見峠
.大山北尾根－物見峠
*[01* 日
付<]'94/06/05＠日付
*[02* 山
系<]丹沢＠山系
*[03* コ ー ス<]大山北尾根－物見峠
*[04 地図・案内<]
［コース］ 小田急秦野＝ヤビツ峠－大山頂上－北尾根－西沢の頭－ミズヒの頭－９００ｍ峰－鉄塔頂－１の沢峠
－物見峠－煤ガ谷＝本厚木
約 1200 年前、良弁大僧正によって開山。別名 阿夫利山または雨降山。標高 1252ｍ，表登山道のケーブルを利用して
も、ヤビツ峠からでも、標高差約 500ｍの登り。高尾の様に公園化していないが、指導標もしっかりしており、道もまあ
まあ整備されている。表登山道、ヤビツ峠、日向薬師、広沢 寺とコースがある。交通の便が良い表コースは、信仰登山
のお年寄りから家族ハイクの幼児づれまで、天候，季節によらず結構の人出。
今回の北尾根は一般化されておらず、地図にも記載されていない。通常のハイキングの紹介にはみあたらない。新ハイ
キングには何回か投稿されていた。
（’９４／０６／０５日）うす曇りから晴れへ
7:34 竹山発
7:45 鴨居発
8:06 町田発
8:45 秦野着
8:55 発 いやあ大勢だ。まだ乗り切れない人がいるので詰めてもらおうと声をかけたが
無視されてもた。その後乗れないおばさんがよく通る声で呼びかけたが、やはり駄目。
中程にいる人達は、お互いに話をして全くの無視。
9:30 ヤビツ峠
9:40 出発
10:35 頂上
少しペースあげたら１２分早く到着。流石に裏側も大勢。即、北尾根にはいる。
やはり、最初の尾根を間違いかけた。踏み跡があちこちにあるのでぼーっとしていると危険。
この季節だと、緑が多くて見通しがないし、自分の位置同定もあやしい。
途中、昼寝中の鹿が大慌てで崖を逃げ下りていった。暫く行くと、今度はグレー色の中型犬
くらいの穴熊のような動物が逃げていった。帰宅後に調べると狸であった。
11:55 鉄塔
食事。蟻と尺取虫の死闘を見る。その前は上から下りてきている青虫と蝿みたいな奴の死闘。
12:17 出発
このとき、３０代くらいの人がひとり来た。どうも札掛に下りるようだ。そういえば、物見
峠への簡単な手作り標識が無くなっている。多分大丈夫だがと思いながら、鉄柱からすぐの
右分岐尾根にはいる。
13:05 一の沢峠
団体さん一組に合う。
13:35 黒岩
橋が流出。横の崖をよじ登ってみたが、コースはなさそう。諦めて渡渉することに。このとき、
さぼって靴を脱がなかったのが失敗。ぽちょんぽちょんといういう程水が入る。
すぐ、河原で１０分ほど乾かすが、靴下は駄目。毛なのでびしょびしょという感じではないが、
じっくりと水を吸っている。面倒がらずに、脱ぐこと。後から来たおじさんは、脱いで渡渉。
河原では、おばさんの団体がバーベキュー。どこから来たのかな。

14:15
15:00
15:25
16:05
16:22

丸淵
物見峠
ベンチ
煤ヶ谷バス停
バス

沢の音がなかなか良い。
いやあ、疲れた。気を取り直してスピードアップ
若者二人がいた。
ビール(^_^)

紀行文
久しぶりに大山北尾根へ
大山北尾根は９２年の４月に山仲間と行き、その後９３年３月に単独
で「おおづき尾根」という新しいコースの開拓に行って以来ご無沙汰し
てました。
知る人ぞ知るの近場の割には秘境コースでしたが、最近出ている登山
地図「丹沢」には、通行注意のついた破線ながらも掲載されるようになっ
てしまいました。きっと、ご存じの方もおられると思います。大山の山
頂から尾根を北に進みます。バリエーションとして、札掛に下りる、唐
沢川に下りる、上記のおおづき尾根につなぐ、今回の一の沢峠に下りる
といったコースの選択が出来ます。
数年前に初めて訪れたときは、間違えて沢に下りてしまい、二進も三
進も行かず、ビバークを覚悟しました。結局、大山山頂に舞い戻れまし
たが、下りたときは真っ暗でした。その後、山の下側を回り込んで山の
形状を観察したりしまして、なんとか自由に彷徨できるまでになりまし
た。ただし、もちろん標識などはありませんし、広い尾根になると踏跡
もはっきりしません。今でも、ぼーっと歩いていると、よく道を間違え
てしまいます(^_^;)。
ヤビツ峠から大山山頂までが１時間、山頂から物見峠－煤ヶ谷までが
５時間強の若干ですが健脚向きのコースです。
流石に大山山頂までは大勢のハイカーがいましたが、山頂から獣道の
ような北尾根入口に入ると全く人の気配が無くなり、物見峠入口から沢
に出るコースにぶつかるまで全くの無人状態でした。地図には掲載され
るようになりましたが、幸い俗化をまぬがれているようです。というわ
けで昼寝中の鹿と狸を驚かせてしまいました(^_^)。なんか、坂をころが
り落ちていったような。
物見峠入口から物見峠はハイキングコースではありますが、最近は整
備されていないようです。沢に架かる橋も流出していまして渡渉を強い
られました。深さを読み誤り、登山靴の中が水浸し(;_;)。また、鹿柵を
越えるための階段も損傷が激しくて足を乗せるのがこわい感じです。
というわけで、北尾根には標識が全くありませんし、物見峠側も荒れ
てきていますので注意は必要ですが、静かな山歩きに浸れるお勧めコー
スですよ。

表題:鍋割山（寄）
.鍋割山（寄）
*[01* 日
付<]'94/06/11＠日付
*[02* 山
系<]丹沢＠山系
*[03* コ ー ス<]鍋割山（寄）
*[04 地図・案内<]２万五千地図 秦野、大山

アルペンガイド 東京周辺ワンデイ・ハイク

［コース］小田急新松田＝寄－鍋割峠
鍋割峠－鍋割山－後沢乗越－大倉

（’９４・０６・１１、１２） （原ＲＤ）のバーベキュウに参加の後、テント山行きの予定
11:08 鴨居
日は射しているが、薄曇り。テントにシェラフで大きい方のザック。朝に準備を開始したら
これが結構手間取る。
長女に駅まで送ってもらう。

11:25
12:26
12:50
14:00

町田
新松田発
寄
みんなの森

15:15 ベンチの所
15:30 寄コシバ沢

16:20 鍋割峠
16:30

17:00 食事終了
17:40 テント整備
18:15

11:36
走って間にあった
13:00 本当にみんなの森かどうか一抹の不安。途中の河原にも大勢のバーベキュウ
なかをうろうろしたが、ＲＤの集団見つからない。広いし、人も多いがどうもいそうもない。
田代向の方かも知れないが、時間もないし、山にはいることにする。カロリーメートをかじる。
ここでもテントやれない事はないが、ちょっと狭いし、通路にはみだしそう。
手前に平坦地あって、テントは張れそう。実際に使っている跡もある。ただ、なんとなく暗い
のが嫌だ。登ることにする。駄目なら山頂まで行く事にする
それにしても、天候悪くガスっているせいもあって、やたらに暗い。下山してくる人達も少し
いた。
流石に人はもういない。お地蔵さんの向こうにも道があるが、テントは駄目。あきらめて、
登り出すとすぐに、右に入る道。うん、と思って行ってみると誂えたようなﾃﾝﾄｻｲﾄ。これでテン
トしなかったら２度とできない。思い切って、腰を落ちつける。
まず、テントの準備。ついで夕食の準備しながら「みんな森」で仕入れたビール。全く人気が
ないのが気になるが、まだ明るいし、動いているとそんな不安感もなし。
ラーメンに餅ふたつ。外をうろうろするが、特にすることもないし、本もないし。
中の整備をする。懐中電灯の電池変えたら玉切れ。いやあ一瞬ドキ。予備の玉があったので、
交換。
明るい。外にいると寒いので中にはいる。随分と違うものだ。鳥のさえずりがあちこちで、
もやと相まって、まるで早朝のようだ。する事がないというのも・・・。
なんか、早く寝ると夜中に目覚めてしまいそう。それもこわいし(^_^;)。
なんだかんだ思いながらシェラフにはいると熟睡。なにかの音かな、ぱっと目が覚めたら、
テントにいることを一瞬忘れていた。
まだ明るい。なんか恐くなってくる。やっぱ、テント村か小屋の横が良いなあ。ラジオでサッ
カーの試合を最後まで聞いてしまった。今更、テントたたんで小屋までいけないし。ひとり
というのが、こんなに寂しく恐いものだとは思わなかった。
でも、いつのまにかうとうとしているらしく、気がつくと結構時間がたっていく。
だいぶ明るくなってきた。

3:30
3:45
4:10
4:30
5:30
6:00

起きあがる
起床
朝飯の支度
朝食
出発
山頂

6:30
7:15
7:45
8:07
9:30
9:38

下山
後沢乗越
二股
いつもの休憩沢
渋沢
バス

テント内でお湯をわかす。完全に明るくなった。
アルファ米の赤飯。うまくはない。テントの撤収。トイレ。
結構泊まっていたようだ。富士山の方を向いてお経を上げている人がいた。木魚みたいに石を
箸でたたいている。
コーヒーをもらう。
ザックが重い。

紀行文
バーベキューを食いそこねた(;_;)
（原ＲＤ）主催の「寄で、家族ぐるみバーベキュー」に勝手に顔を出し、お
いしい肉とビールを食い逃げ、後は逃げ出してテント山行きしてやりましょう
と、不純な動機で丹沢に出かけました。
ところが、この不純な心得違いが原因か、寄の「みんなの森」の中を１時間
も探しましたが、それらしい集団が見つかりません。そうこうするうちに、２
時も過ぎてしまいました。腹はすいてくるし、キャンプ場も人が多くてテント
を秘かに張れるような状況でもありません。おまけに周りのバーベキュウ集団
からは旨そうな香りが・・。これでは、身動きできなくなりそう。結局諦めて、
カロリーメートを頬張りながら鍋割峠へと向かいました。それにしても、バー
ベキュー＋生ビールとカロリーメートじゃ落差が大きすぎます(;_;)。
天候がいまひとつのためか、食い物の挫折感がなせるわざか、いやがうえに
も薄暗さを感じさせる鍋割峠への沢をひたすらよじ登ります。「さて、これか
らどうしよう。鍋割山まで上がってしまおうか、どこか良いテントサイトはな

いかなあ」と元気の出ない事。
結局、なかなかこれといった適地がなくて鍋割峠まで登ってしまいました。
ここには、馴染みのお地蔵様がいらっしゃいます。安全登山をお願いしてから、
ほんの少し行った脇地に、あるじゃないですか。まるで誂えたようなテントサ
イトです。後ろが林、前が谷で遠くまで展望が開けたテラスのような所です。
平坦なうえに柔らかい牧草に覆われたような感じです。これは、ありがたいと
腰を落ちつけたのは、もう１７時。
粗末ではありますが、それなりの夕食を作り、
「みんなの森」で仕入れたビ
ールでやっと人心地つきました。というわけで、流石に、鳥の声あるいはとき
たま岩が崩れる音、それに風が木の間を吹き抜ける音しかしない静かな、静か
すぎる中でのひと晩をすごしました。
翌日は、明るくなり始めた４時前に起き出しまして、朝食にテントの片づけ
も終わり出発したのは、まだ５時半ですが、どうも雲行きがあやしいので、早々
と下山することにしました。鍋割山の小屋でコーヒーをもらい、そのまま二股
に下山しましたが、これが正解で大倉のバス停に到着と同時に本降りになりま
した。

本当は恐かった
この歳になって物の怪が恐いというのが恥ずかしくて、これまで黙って
いましたが、先日読んでいた植村直巳の本に「ひとりでの野宿はこわい」
という記述を見つけてほっとしました。
もちろん、植村直巳のような本物の冒険家あるいは本格的な登山家達と
は比べるべくもありませんが、日曜山歩き派でもそれなりに恐い思いをす
る事があります。
一昨年も前になるかと思いますが、八ガ岳は赤岳の山頂で悪天候に遭遇
したときに、ガスの中から同じ本格登山の服装をした同じ体型・顔立ちの
３人組みがすーっと現れ、崖の方にすーっと消えていった事があります。
岩を下るような天候でもないし、だいたいロッククライミングをするよ
うな場所でもありません。もちろん、崖を見おろしてもガスのみで人の影
もありません。こちらも道に迷いかけていましたので、多少緊張気味では
ありましたが、今もあれは・・・と思っています。
また、丹沢の暗い沢でシャレコーベに遭遇したときも気持ちの良いもの
ではなかったですね。遭遇の後、下ろうとすると、えらく大型の蜂が出て
きて行く手を遮るように威嚇をされまして、立ち往生をした事もあります。
同じ丹沢ですが、曇天の夕方に木の密集地帯である暗い道を、急いで下
っている時に、どこからともなくバロック音楽が流れてきた事があります。
これは、暫く行って近づくとラジカセを立木に引っかけて聞きほれている
人がいましたので、ほっとしました。毎年、滑落事故で亡くなっている人
がいる山なものですから、いっときは正直言ってこわかったです(^_^;)。
というような経験もしていますが、こういった行動中のこわさというの
は、実はたいしたことありません。行動で気が紛れるし、活動しているも
のですから精神的にも活発な状態にあります。本当に恐くなるのは、周り
に人もいないというところで、テント等で野宿し食事も終わって行動停止
の状態になっている時ですね。まあ、疲労で少しぼーっとしてきている脳
裏に余計な事が浮かんできます。新月でなければ、山の中も意外と明るい
ですが、それでも視界は限られます。それに、夜中になってもいろんな物
音がするものです。夜行性の動物、崖の崩れる音、風で木が騒ぐ音と案外
賑やかなものですが、どれもが日常的な音でないため気になります。
次からは、誰か誘って来ようと後悔するのは、こんな時です。いや、帰っ
て来るともう忘れてしまいますが(^_^)。

表題:高川山
.高川山

*[01*
*[02*
*[03*
*[04

日
付<]'94/06/26＠日付
山
系<]中央線＠山系
コ ー ス<]高川山
地図・案内<]アルペンガイド丹沢

［コース］中央線初狩－自徳寺－墓地－椎茸栽培場・登山口－旧道・新道分岐－旧道・新道合流－山頂
山頂－鞍部／田野倉・禾生分岐－田野倉村道－田野倉駅
標高は９７５ｍと低いが、山頂から富士山その向こうに南アから秩父、奥多摩さらに丹沢と３６０度の展望が得られる。
最近まで、道が明瞭でなく、地図読みが必要であったが、整備され、一般ガイドブックにも掲載されるようになった。
実際、今回は人でも多く、なんとなく俗化してしまったという印象。
（’９４／０６／２６）連れ合いの腰のリハビリで手軽な山という事で、高川山を選択。
7:45
8:27
8:46
9:35

鴨居
八王子発
高尾発
初狩

9:50 出発

10:xx 旧道分岐
11:20 山頂

12:20 下山
13:35 舗装道
14:25 田野倉駅

晴れではあるが見晴らしは悪そう。長女に送ってもらう。
高尾で接続。8:37 が最終。
小淵沢行き。中高年ハイカー多いが、まあ座れるくらい。
３０人くらいの団体と一緒に下車。小学生らしい子供が二人くらいいるが、中高年。トイレが
構内と構外にひとつずつのため、混雑する。
やっと、出発。ここから本社が丸にもいけるのか、看板有り。駅前をすぐ右に取ると、ガード。
くぐって、左にゆっくりと登ると自徳寺。すぎると墓地で、結構大きい。ガードくぐって右の
すぐの所に民宿は健在のようだ。名前が、参籠八幡から変更なったようだ。
この端が登山口で、左に分岐して登り始める。
天狗岩へ行く旧道と、直進する新道の分岐。あいかわらず旧道は閉鎖されてしまっている。
途中、女坂と男坂の分岐あり。崩落注意になっていたが、今まで通ったことのない女坂を行く。
かなり迂回経路になっていた。連れ合いのスピードがかなり低下している。あちこちで待った
が、すぐひらいてしまう。きつかったそうだ。
それでも 11:30 過ぎには上がってきたが。
やはり眺望はなし。富士山があるかなという翳らしきものがちらりと。小雨が降ってきた。
連れ合いが思いきり転ぶ。宙に浮いたそうだ。
田野倉を選ぶ。
いやあ、酒屋がない！！！

紀行文
高川山の熊注意看板
この日曜日、ほぼ１年ぶりに大月近傍にある高川山に行って来ました。
７月末に北岳を予定していまして、腰を痛めていた家内のリハビリが目的
です。この高川山は、中央線の初狩駅からすぐ登れますし、山頂から東に
抜けると富士急線の田野倉駅か禾生駅に出られるという、たいへんアクセ
スしやすい山です。山頂からの眺望も素晴らしく、ここ数年ハイキングコー
スとして人気が高くなり、いつ行っても大勢の人がいるようです。
もちろん今回も多かったですね。団体の中高年が主体で、まあ賑やかな
こと。数人の子供も混じっていましたが、
「これじゃ姥捨て山だわい」と
わが身を省みない感想も(^_^;)
特に人の集まる山頂では、団体さんが弁当を拡げている間をすり抜けて
歩くような感じになります。ところが、こんなところでも熊が出るんでしょ
うか。初狩駅からの登山口と田野倉からの登山口に「熊に注意」の看板が
出ています。丹沢の広沢寺にも同様の看板がありますが、これはまずあり
得ない話だと思っています。こちら高川山はどうなんでしょう。熊が棲む
には、ハイカーが多すぎますし、町に近すぎるような気がします。ただ、
看板が新しいうえに、楽しめる内容での手書きであるため、ひょっとした
らと、半信半疑といったところです。
ひとつは、
「熊による被害が出ると害獣として駆除せざるを得なくなり
ます。そうならないように、熊に人がいることを知らせるよう音あるいは
声を出して下さい」という内容です。もうひとつの看板は、なかなかユニー
クでして、上から見ると「人間に注意という熊さんへの呼びかけ」、下か
ら見ると「熊に注意という人への呼びかけ」になっています。熊さんへの

呼びかけは、
「山で仕事する人あるいはハイカーは自然に優しい人達であっ
て、決して悪さをしません。熊さんを見かけたら自分から逃げ出します。
」
といった内容になっています。

表題:国師ヶ岳、北奥千丈岳
.国師ヶ岳、北奥千丈岳
*[01* 日
付<]'94/07/16＠日付
*[02* 山
系<]奥秩父＠山系
*[03* コ ー ス<]国師ヶ岳、北奥千丈岳
*[04 地図・案内<]
［コース］塩山＝大弛峠－夢の庭園－国師ヶ岳－北奥千丈ヶ岳－大弛峠＝塩山
金峰山と国師ヶ岳の中間にある大弛峠を越える峰越林道は山梨から長野へとつながるダートな山岳道路。どうもこのコ
ースをとらないと国師ヶ岳には入れないようだ。昔はどうしてたんだろう。国師ヶ岳は標高２５９１．８ｍ、北奥千丈岳
は秩父の最高峰。大弛峠の標高がもう２３７０ｍもあり歩く方は物足りないくらいに楽。
国師ヶ岳の西に広がる夢の庭園は、花崗岩とシラビソを中心とする木々がおりなす自然のもの。シャクナゲも群生。
６月が見頃とのこと。ところどころで花を付けていたが、蕾み状のものが多かった。今年は、シャクナゲの当たり年では
ないそうだ。
（’９４／０７／１６）北岳に備えての訓練山行き。朝日登山でらくちんコース。
6:00
6:17
6:40
7:00

竹山
鴨居
横浜
出発

9:20 塩山でタクシ
10:40 大弛峠

11:15
12:10
12:50
13:00
13:30
13:40
13:50
15:30

５時に起きたが、もう蒸し暑い。長女に駅まで送ってもらう。
ここで一緒になったおじさんも朝日組みであった。
アルバイトの大学生が添乗員。朝日登山の例の有名な人－－はすい？さん－－の娘さんと同級生と
のこと。
牧場のある途中までの舗装林道を過ぎると、凸凹で幅員も狭い凄い道。ここに、千葉県、横浜
あちこちからも車が入ってきている。バイクも多くて、結構有名な林道のようだ。それにして
も、こんなところをよく運転する気になるものだ。

やっと出発
国師ヶ岳山頂 残念ながら、周りの山々は雲をかぶり眺望皆無。
出発
食事中に、雷が山向こうでごろごろ言い出す。やばそう。
北奥千丈岳
山頂は岩場になっている。こちらも本来なら見晴らしが良さそう。雷に追われて、そそくさと
下山開始。１０分位するとゴロピシャドカンの落雷が始まった。危ないところであった。
雨が本格的に降り始めた
大弛峠
タクシ乗車
サンドフライのような虫がまとわりつく。連れ合いは刺されたそうだ。
塩山

記事
国師岳で雷雨に遭遇
遅くなりましたが、１６日の日曜日に奥秩父の国師岳、北奥千丈岳
に行ってきました。身体が溶け出しそうな暑さにもかかわらず、やた
ら忙しくて山歩きの記録を今頃になって作っています。
国師岳は山梨と長野の県境に位置していまして、交通の便は非常に
悪いというより無いに等しいところです。塩山からタクシーという大
名登山をせざるを得ません。そのタクシーも凸凹の林道を片道１時間
半をかけて大弛峠という標高２３７０ｍのところまで行きます。後は、
シラビソとシャクナゲの見事な自然の庭園、その名も「夢の庭園」を
通り、１時間強の登りで国師岳（２５９２ｍ）と北奥千丈岳（２６０
０ｍ）ですから、山歩きというよりドライブをしているようなもので
す(^_^)。シラビソは有名な北八ガ岳の縞枯山ほどの規模ではありませ
んが、縞状態の立ち枯れが見られます。

シャクナゲは６月頃が盛りという事です。今年はまだ蕾みのものが
多いようです。なんでも、今年はシャクナゲの当たり年ではなくて、
八ガ岳ももうひとつだという事です。
お天気の方ももうひとつです。ガスが多くて、八ガ岳に南アルプス
はおろか近くにある筈の金峰山の影も見えません。おまけに山頂での
昼食中に、山向こうでゴロゴロといいはじめ、次第に暗くなってくる
ではありませんか。そそくさと食事をすませ下山を開始しましたが、
なんと、１０分後には山頂当たりで「ゴロ・ピカ・ドシャーン」と凄
まじい雷の饗宴です。いやあ、正直恐かった。強い雨に直径が８ｍｍ
くらいの霰が混じった中を大弛峠の小屋まで引き返しました。
ＣＡＢ１００５７ ＯＳＫ
ＶＭＡＩＬ用修正文
暑中お見舞い申し上げます。
数日前までは、町中がサウナの中にいるような梅雨崩れの蒸しあつーい
天候でしたが、やっと本来の夏らしい状態になりました。本当は、これが
梅雨明けじゃないのかなと思いますが、まあいいっか。
晩秋から冬そして早春にかけてが、山歩きには快適な時期でありますが、
この本来の夏といった雰囲気も好きです。青空ににょきにょきと伸び上がっ
ている入道雲、太陽に当たるとジリジリと焼けるような暑さではあります
が、どこかカラっとした感じがあります。そして、日陰にはいるとオアシ
スのような涼しさも満喫できます。肌を撫でていく風も気持ちの良いもの
であります。
さて、そんな事はどうでもよくて、最近よく言われます。
「毎週、山に
行っているの」と。とんでもありません、そんな暇がありません。せいぜ
い、１月に３回の山行きができればいいほうですよ。
と言いながら、また１６日に国師岳に行ってきました。国師岳は山梨と
長野の県境に位置していまして、交通の便は非常に悪いというより無いに
等しいところです。国師岳と隣の金峰山の中間にある大弛峠を越える峰越
林道というのがあります。この林道は、山梨から長野へとつながるダート
な山岳道路で、林道愛好家の走り屋には有名なようです。
車に乗らない私は、塩山からタクシーとなりますが、これが１時間半の
長旅であります。どうもこのコースをとらないと国師岳には入れないよう
ですが、昔はどうしてたんでしょうね。
その国師岳ですが、標高は２５９１．８ｍ。すぐ隣の北奥千丈岳は秩父
の最高峰で２６００ｍです。大弛峠の標高がもう２３７０ｍもあり、歩く
方は物足りないくらいに楽で、山岳ドライブの印象が強いですね。
大弛峠から、ほんの十数分の登りで、国師ヶ岳の西に広がる夢の庭園に
出ます。花崗岩とシラビソを中心とする木々がおりなす自然の庭園です。
シャクナゲも群生しています。６月が見頃とのことですが、どういうわけ
か、まだ蕾み状のものが多かった。今年は、シャクナゲの当たり年ではな
いそうです。シラビソは有名な北八ガ岳の縞枯山ほどの規模ではありませ
んが、縞状態の立ち枯れが見られます。
１時間程の登りで国師岳とすぐ隣の北奥千丈岳に出られましたが、お天
気の方がもうひとつです。ガスが多くて、八ガ岳に南アルプスはおろか近
くにある筈の金峰山の影も見えません。おまけに山頂での昼食中に、山向
こうでゴロゴロといいはじめ、次第に暗くなってくるではありませんか。
そそくさと食事をすませ下山を開始しましたが、なんと、１０分後には
山頂当たりで「ゴロ・ピカ・ドシャーン」と凄まじい雷の饗宴です。いや
あ、正直恐かった。強い雨に直径が８ｍｍくらいの霰が混じった中を大弛
峠の小屋まで引き返しました。
北岳の足慣らしのつもりで行きましたが、ちょっと大名登山でありすぎ

たかなといったところです。

表題:北岳
.北岳
*[01*
*[02*
*[03*
*[04

日
付<]'94/07/28＠日付
山
系<]南アルプス＠山系
コ ー ス<]北岳
地図・案内<]

［コース］２８：八王子＝甲府＝広河原
２９；広河原－大樺沢二股－八本歯のコル－北岳－肩の小屋
３０：肩の小屋－小太郎尾根分岐－白根御池小屋－広河原
広河原＝甲府＝八王子
念願の北岳へ連れ合いと。テントはやめたが、シェラフをふたつ持つ。１２Ｋｇ。
（’９４／０７／２８、２９、３０）
9:23
9:51
10:41
12:37
13:00
15:05

竹山
鴨居
八王子
甲府で食事
バス出発
広河原

17:00 食事
19:30 寝る

3:45 起床
4:00 朝食
4:35 出発
5:50 休憩
7:10 二股
8:50 雪渓上端
10:10 食事

この１週間の澄んだ青空はなくなった。湿気の多い状態に逆戻り
橋本行きを見送った
あずさ８１号。その前の３３分に新型車両のあずさ。
定食注文にも関わらず遅い。味は良かった。
行列が乱れてしまった。全く、団体は傍若無人だ。数人が立つ程度。
下山してくる人達がぼちぼちといる。いかにも疲れたという感じ。横のテント場には若い人達。
埼玉？の高校生達は、縦走してきて最後の５泊目との事。元気な子、足を突っ張らせてロボット
のような子。
生ビールを飲み、アルペンセンターそして遊歩道を広河原ロッジまで行く。途中の吊橋から大雪
渓とバットレスが展望できる。
ワインついて豚の焼き肉をナイフとフォークで。ワインはちょっぽりで、かつ旨くはなかった。
夜間登山をしたいというおばさんと山荘の管理人がもめていた。
２階は４辺をドーナツ状に囲む大広間。真ん中に２段の部分有り。トイレ、洗面所も２階。
水は豊富。３階は定員が十数目の部屋が４つ。個室扱いかも？。
スペースはまずまずであったが、隣のおじさんのイビキに苦しめられた。途中から、２段の
下に逃げ込む。連れ合いは頭足を逆さまにする。耳栓を持っていた方がよい！！！。

その間に大勢が登っていった。 4:20 頃から明るくなってきた。
次々とハイカーが吊橋を渡ってくる。モルゲンロートで赤く染まる雪渓とバットレスの眺めは、
なかなかのもの。
１０分休憩で水分補給。
１５分の休憩。広河原で一緒になった関西弁の夫婦は、花を観賞という事で右股へ。
途中、林になった部分がやっと出てきて、雉うち。ほっとした。
１５分の休憩。雪渓は、暑かったせいか、歩ける状態でなかった。アイゼンが無駄に。
梯子につぐ梯子には、まいった。やはり、２０００ｍを越えると一足毎に息が切れる。ザック
の重さで足もよろよろになりかけ、梯子のせいか腰にも不安。遅れ気味であった、連れ合いが
見えず、探しに行こうかと思っているうちに登ってきた。ちょうど食事の腰を下ろせるくらい
の広さと石のある場所で、もう八本歯のコルも目の前。横のバットレスをロッククライミング
する姿も見える。遠くは、広河原の向こうに鳳凰三山、八ガ岳、甲斐駒ヶ岳が広がる。当初、
甲斐駒ヶ岳を仙丈ヶ岳に、八ガ岳を甲斐駒かと見間違えた。甲斐駒ヶ岳は独立峰の感じで頂上
が白っぽくなっている。ここからは、仙丈ヶ岳は見えないはず。八ガ岳の方は未確認。帰宅後に
問い合わせたニフティの山尾先生は、奥秩父の小川山だと言うが、どうも疑問あり。八ガ岳の方
がもっともらし い。食事は１〇〇〇円にしてはお粗末。肉団子は中毒が恐くて食べず。

11:00 出発
11:02 八本歯のコル（池山吊り尾根の分岐）
ガスってくる。岩場の陰にちらほらと花。
11:40 北岳山荘への分岐（近道）
我等意外は、みなさん山荘方面へ。ガスで見通しが悪くなりそうで、若干心細くなる。
12:10 北岳山荘／山頂の尾根（３１００ｍ）
ここにザックを置いて山頂ピストンの人も。１０分休憩。剃りを入れた若者集団がいた。

12:50 頂上

13:30
13:50
14:05
14:20

3190
下山
両俣分岐
肩の小屋
案内待機中

16:00 雨だ

18:30 食事待ち
19:00 食事

00:00 時刻確認
4:20 起床

5:15
5:35
6:05
6:30
7:55
8:40
10;45
11:50
12:00

食事
出発
小太郎分岐
二股分岐
御池小屋
出発
広河原
入浴終了
バス発

頂上から戻ってきた人の話では、四〇分くらいかかるとのこと。
流石に大勢がいた。ほとんど同時に、右股に別れた関西弁の夫婦と会う。帝京大学のユースホス
テルクラブの集団にも会う。
風があるが、ガスは依然として晴れず。
待っていても晴れそうもなく、諦めて肩の小屋へ。

待たされているのは、きっと良い場所をと期待・・・甘かった。ビールが旨い。
広河原から３時間で来て、山頂めがけて走っていったお兄さん。
別棟に案内されたので、しめしめと思ったのが浅はか。結局、肩幅くらいのスペースに押し込ま
れた。
折角運んだシェラフを拡げる場所もない。寝具無しの素泊まりというのもある事が後でわかった。
狭苦しい小屋にいるのが嫌で、外そしてストーブの所にいたら山頂めがけて走っていったお兄さ
んが戻ってくる。雨で、引き返したそうだ。次々とハイカーが到着する。熱のある人もいるよう
だ。
まだ、呼び出しが来ない。空腹だ！！！。雨で外にもおれず、布団のところでインターネット
の解説書を読む。連れ合いは横になっている。
確かにまずそう。終わったところで、お代わりできることがわかった。
天気悪いし、寝る。明日の予報は雨。皆さん、どうしようと相談を始める。俺等は、下山する
だけだから、まあいいか。

まだだ！！！
ばしゃばしゃいっていた雨はあがったようだ。荷物もって息苦しい小屋を飛び出す。
ガスで展望、御来迎は駄目。トイレに行く。悔しいことに、その間に一瞬ガスが晴れて日の出
を見られたそうだ。
４：５８には１回目の食事が始まっていて、待機。
ここを少し下ったところで花畑になっている
少し下りたところで、頂上まで行った早足のお兄さんにおいぬかれる。頂上でブロッケンが見ら
れたそうだ。
この上が、草すべりで、広々とした草原状の中を下ってくる。一面が花畑。
小屋の豊富な水で顔を洗う。以降は荒れている普通の山道。
早速、ビール
広河原ロッジまで行って、風呂に入る。
次が 13:40 と時間があるので、食事を止めてとびのる。

紀行文
北岳に行って来ました（１／３）
２８、２９、３０日と二泊三日をかけて、北岳のみを往復するという
超豪華版（別称、軟弱登山）の山行きを夫婦でしてきました。
初日は、ゆっくりと家を出て、甲府からのバスで南アルプス・スーパー
林道の広河原まで入りました。ここで、山荘に宿泊して翌朝の４：３０
に出発、雪渓の残る大樺沢から山頂を越えて、３１００ｍの肩の小屋ま
で。最後の３日目は、白根御池コースをとおり、広河原まで舞い戻りま
した。これだけの時間をかけると、北岳、間ノ岳、農鳥岳と白峰三山の
縦走をするのは普通でしょう。今回は、登りに弱い愚妻に合わせて、初
めての南アルプスの感じを掴みがてら、有名な花畑をゆっくりと楽しむ
ことにしました。
ところで、北岳の山小屋の混雑はつとに有名です。今回もベテランの
方より、シェラフと食事の追加分くらいは持参するように勧められまし
た。ならばと、ザックにテントも詰めましたが、なにせ二人分のシェラ
フと合わせると、これは重い。週末をはずしているので、まあ大丈夫じゃ
ないかと勝手な判断に基づきまして、出発前夜にテントを放り出しまし
た。いくつかの選択肢があるときに、素直な客観的判断というのは難し
いものです。だいたいが、希望に偏りすぎるか、悲観に偏りすぎるのが、
世の常、人の常ではないでしょうか。
広河原山荘ではワイン付きのナイフ／フォークを使った夕食に、まあ

まあ余裕のある就寝スペースと恵まれましたが、肩の小屋は凄い。折角、
ふうふう言って担ぎ上げたシェラフを拡げる余裕もない状態です。もっ
とも、なんとか自分の肩幅くらいのスペースを確保できましたから、シ
ーズン中にしては、良しとしなきゃいけないでしょう。実際、次の日は、
５割増の宿泊者にはなったようですから、頭と足を互い違いにして寝る
究極の状況(^_^)だったのではないのかな。
続く ＣＡＢ１００５７ ＯＳＫ
北岳に行って来ました（２／３）
というわけで、今回の北岳が初めての本格的な南アルプスです。アル
ペンムードの北アルプスと違って、丸みを帯びたゆったりとした山容と
山頂近くまである森林が特徴的ですね。ふところが深くてスケールが大
きいせいでしょうか、遠近感がおかしくなります。登山口から見上げる
と、大樺沢の雪渓に山頂付近のバットレスが見えていますが、歩いても
歩いてもたどり着きません。下を見おろすと、これまた広河原がいつま
でも見えます。いやあ、こういうのって「歩いたーっ」という達成感と
いうか満足感に乏しくて、疲れます。
さて、甲府から２時間のバス旅で一般車の入れる終点の広河原に到着
したのが、３時過ぎです。まずは、ゆったりと時の流れる山の環境に浸
り、あわただしい都会生活に馴染んだ身体のリハビリです。
翌日からは、サマータイムならぬ山時間へと切り替わり、朝の４時に
は食事、４時半には出発です。
朝の日光に赤く染まった雪渓と北岳バットレス・・こういうのをモル
ゲンロートというのでしょうか・・を眺めながら、地表を清流が流れる
涼やかな登山道を登り始めました。標高１５００ｍの広河原から２２０
０ｍの大樺沢二股まで２時間３０分は、勇気凛々、主観的には飛ぶよう
に登れます。
二股を過ぎると、雪渓歩きとなる筈でしたが、今年は気温が高いせい
か、雪渓に空洞が多くて歩ける状態ではありません。折角のアイゼンも
出番無しで、左岸の巻き道をエッチラオッチラとひと足毎に息切れをし
ながらの苦しい登りとなります。
特に、２８５０ｍの「八本歯のコル」までの連続する木の梯子は、も
うたっぷりと自虐趣味を堪能させてくれました。コルまで来れば、一段
落とほっとします。後ろを振り返ると、眼下の広河原の対岸に広がる鳳
凰三山の峰々、そして八ガ岳の山稜を挟んで左に位置する甲斐駒ヶ岳と
大パノラマが楽しめました。
しかしながら、そう簡単に大団円を迎えたのでは、世の中面白くあり
ません。まだまだ二時間弱にわたって、これでもかこれでもかと山頂ま
で続く岩場を堪能できます。真面目な話では、途中の砂礫とか岩の間に
咲くシナノキンバイの黄色い花、ヒメシャジンの紫、シモツケのピンク、
そして朱赤色のクルマユリが目を楽しませてくれます。
さて、やっとたどり着いた３１９０ｍの山頂では、これまでの苦労を
ねぎらうかのような３６０度に広がる素晴らしい大パノラマが・・と言
いたいところですが、ガスに囲まれ眺望は皆無。小１時間も晴れ間を待
ちましたが、折角持っていった展望図も手持ち無沙汰のまま、次の宿泊
先である肩の小屋を目指しました。
続く ＣＡＢ１００５７ ＯＳＫ
長くてごめん_(..)_ﾍﾟｺﾘ
北岳に行って来ました（３／３）
北岳山頂付近の山小屋は、もうふたつくらいあると混雑も緩和される
のでしょうが、今のところ北岳山荘と今回利用した肩の小屋しかありま
せん。食事も入れ替え制で、待つこと２時間。軽い昼の弁当を食べてか
ら、８・９時間たっています。加えて結構な運動量でしたから、空きっ
腹を抱えての我慢大会の様相とあいなりました。食事の呼び出しがあっ
た途端に、鼾をかいていた人もガバっと起きあがって、食事の場所に駆
けつける程であります。ダイエットには最適かも。

さて、楽しみにしていた夕焼けと満天の星空でしたが、ガスから雨に
変わってしまったため、明日の御来迎に期待をかけて、狭苦しい布団に
潜り込みました。標高３１００ｍの筈ですが、人いきれで暑い事。我が
家に置いてきたテントを懐かしく思いながら輾転反側するうちに、隣の
お父さんの顔面をアッパーカットしてしまった(^_^;)。
翌朝、４時になるのを待ちかねて起き出しましたが、ガスが立ちこめ
てしまい、期待した鳳凰三山からの日の出は見られそうもありません。
諦めて、空いているうちにと行ったトイレから戻ると、その一瞬の間だ
け、ガスが切れて見事な御来迎を見られたと、愚妻が言うではないです
か。昨日は、
「八本歯のコル」近傍で待てど暮らせど登ってこない愚妻
を心配のあまり迎えに行こうかと思い始めた（思っただけですけどね）
、
心優しい私が見られないとは、なんと不公正なと憤っても、いたしかた
ありません。
またまた朝食を順番待ちしまして、小雨の降る中を昨日とは別コース
の小太郎尾根、草すべり、白根御池とたどって広河原に戻りました。
こちらのコースは「花畑」と下に近づいたときの「北八ガ岳のような
森林」が良いですね。特に、草すべりという名前どおりに、草原になっ
た斜面の一面に、高山植物が白、黄色、紫、赤、ピンクと色とりどりの
花をつけているところは見事です。まだ満開になっていませんでしたが、
ヤナラギランが群生しているようです。
草すべりの下、白根御池には小屋とキャンプ場があります。森林に囲
まれた静かな谷間は魅力的で、次回はここにテントを持ち込みたいもの
です（山頂まで持ち上げる元気がないだけかも）
。ここからは、丹沢と
変わらない多少荒れた登山道を２時間ほど下ると、広河原到着です。ビー
ルのうまかった事！！！。
国民宿舎で風呂に入り、折良く出発する甲府行きのバスに飛び乗りま
した。土曜日という事で、駐車場には車が溢れ、不法駐車も多くてバス
の対向に苦労する程（自家用車なんかで来るな！！！）の人出です。や
はりシーズン中の週末は凄いようです。
一方、我等は、ゆったりとバスに座り、念願の北岳に行けた感激の余
韻をかみしめながら甲府まで戻ってきました。
長々とすみませんでした ＣＡＢ１００５７ ＯＳＫ
修正文
北岳は大きかった。
夏期休暇を待ちかねて７月２８、２９、３０日と二泊三日をかけて、北岳のみを往復するという超豪華版の山行き（別
名、軟弱登山）を夫婦でしてきました。日頃歩いている丹沢山系に比べて、ふところが深くスケールが大きいせいでしょ
うか、遠近感がおかしくなります。降り仰ぐと山頂のバットレスが見えますが、歩いても歩いてもたどり着きません。下
を振り返ると、これまた登り始めた広河原がいつまでも見えます。いやあ、こういうのって「歩いたーっ」という達成感
というか満足感に乏しくて、疲れます。
川崎の田舎にいると、都会？に出たときに、高層ビルにもこんな感じをもちませんか。
ひょっとすると、人間相手でも・・・先日の新聞にモーツアルトが亡くなってから、彼は天才であったと教えられて、奥
さんがビックラしたという話が出ていました。
ところで、北岳の山小屋の混雑はつとに有名です。今回もベテランの方よりシェラフと食事の追加分くらいは持参する
ように勧められました。ならばと、ザックにテントも詰めましたが、なにせ二人分のシェラフと合わせると、これは重い。
週末をはずしているので、まあ大丈夫じゃないかと勝手な判断に基づきまして、出発前夜にテントを放り出しました。い
くつかの選択肢があるときに、素直に客観的判断をするというのは難しいものです。だいたいが、希望に偏りすぎるか、
悲観に偏りすぎるのが、世の常、人の常ではないでしょうか。
広河原山荘ではワイン付きのナイフ／フォークを使った夕食に、まあまあ余裕のある就寝スペースと恵まれましたが、
肩の小屋は凄い。折角、ふうふう言って担ぎ上げたシェラフを拡げる余裕もない状態です。もっとも、なんとか自分の肩
幅くらいのスペースを確保できましたから、シーズン中にしては、良しとしなきゃいけないでしょう。

さて、甲府から２時間のバス旅で一般車の入れる終点の広河原に到着したのが、３時過ぎです。まずは、ゆったりと時
の流れる山の環境に浸り、あわただしい都会生活に馴染んだ身体のリハビリです。翌日からは、サマータイムならぬ山時
間へと切り替わり、朝の４時には食事、４時半には出発です。
朝の日光に赤く染まった雪渓と北岳バットレス・・こういうのをモルゲンロートというのでしょうか・・を眺めながら、
清流が地表を伝う涼やかな登山道を登り始めました。標高１５００ｍの広河原から２２００ｍ大樺沢二股までの２時間３
０分は、勇気凛々、
主観的には飛ぶように登れます。
二股を過ぎると、雪渓歩きとなる筈でしたが、今年は気温が高いせいか、雪渓に空洞が多くて歩ける状態ではありませ
ん。折角のアイゼンも出番無しで、左岸の巻き道をエッチラオッチラとひと足毎に息切れをしながらの苦しい登りとなり
ます。特に、２８５０ｍの「八本歯のコル」までの連続する木の梯子は、もうたっぷりと自虐趣味を堪能させてくれまし
た。
やっとコルまで到着すれば、一段落とほっとします。後ろを振り返ると、眼下の広河原の対岸に広がる鳳凰三山の峰々、
そして戦艦のように見える八ガ岳の山稜を挟んで左側には、花崗岩の岩肌を白く晒せた山頂を持つ甲斐駒ヶ岳と大パノラ
マが楽しめました。
しかしながら、そう簡単に大団円を迎えたのでは、世の中面白くありません。まだまだ、これでもかこれでもかと山頂
まで続く岩場を堪能できます。途中の砂礫とか岩の間に咲くシナノキンバイの黄色い花、ヒメシャジンの紫、シモツケの
ピンク、そして朱赤色のクルマユリに息抜きをしながらがの、二時間弱にわたる登りで、やっと３１９０ｍの山頂にたど
り着きました。山頂では、これまでの苦労をねぎらうかのような３６０度に広がる素晴らしい大パノラマが・・・・と言
いたいところですが、ガスに囲まれ眺望は皆無。小１時間も晴れ間を待ちましたが、折角持っていった展望図も手持ち無
沙汰のまま、次の宿泊先である肩の小屋を目指しました。
北岳山頂付近の山小屋は、いまのところ北岳山荘と今回利用した肩の小屋しかありません。もうふたつくらいあると混
雑も緩和されるのでしょうね。食事も入れ替え制で、待つこと２時間。軽い昼の弁当を食べてから、８・９時間たってい
ます。加えて結構な運動量でしたから、空きっ腹を抱えての我慢大会の様相とあいなりました。食事の呼び出しがあった
途端に、鼾をかいていた人もガバっと起きあがって、食事の場所に駆けつける程であります。ダイエットには最適かも。
さて、楽しみにしていた夕焼けと満天の星空でしたが、ガスから雨に変わってしまったため、明日の御来迎に期待をか
けて、狭苦しい布団に潜り込みました。標高３０００ｍの筈ですが、人いきれで暑い事。我が家に置いてきたテントを懐
かしく思いながら輾転反側するうちに、隣のお父さんの顔面をアッパーカットしてしまった(^_^;)。
翌朝、４時になるのを待ちかねて起き出しましたが、ガスが立ちこめてしまい、期待した鳳凰三山からの日の出は見ら
れそうもありません。諦めて、空いているうちにと行ったトイレから戻ると、その一瞬の間だけ、ガスが切れて見事な御
来迎を見られたと、愚妻が言うではないですか。昨日は、「八本歯のコル」近傍で待てど暮らせど登ってこない愚妻を心
配のあまり迎えに行こうかと思い始めた（いえ、思っただけですけどね）、心優しい私が見られないとは、なんと不公正
なと憤っても、いたしかたありません。
またまた朝食を順番待ちしまして、小雨の降る中を昨日とは別コースの小太郎尾根、草すべり、白根御池とたどって広
河原に戻りました。こちらのコースは「花畑」と下に近づいたときの「北八ガ岳のような森林」が良いですね。特に、草
すべりという名前どおりに、草原になった斜面の一面に、高山植物が白、黄色、紫、赤、ピンクと色とりどりの花をつけ
ているところは見事です。まだ満開になっていませんでしたが、ヤナラギランが群生しているようです。
草すべりの下、白根御池には小屋とキャンプ場があります。森林に囲まれた静かな谷間は魅力的で、次回はここにテン
トを持ち込みたいものです（山頂まで持ち上げる元気がないだけ(^_^;)）。ここからは、丹沢と変わらない多少荒れた登山
道を２時間ほど下ると、広河原到着です。ビールのうまかった事！！。
国民宿舎で風呂に入り、折良く出発する甲府行きのバスに飛び乗りました。土曜日という事で、駐車場には車が溢れ、
不法駐車も多くてバスの対向に苦労する程（自家用車なんかで来るな！！！）の人出です。やはりシーズン中の週末は凄
いようです。一方、我等は、ゆったりとバスに座り、念願の北岳に行けた感激の余韻をかみしめながら、テント持参の縦
走という次の計画をもう胸に秘めて甲府まで戻ってきました。

表題:木曽駒ヶ岳、宝剣岳
.木曽駒、宝剣岳
*[01* 日
付<]'94/09/03＠日付
*[02* 山
系<]中央アルプス＠山系
*[03* コ ー ス<]木曽駒、宝剣岳
*[04 地図・案内<]
ロープウエはＳ42 年に完成、その規模はモンブランに匹敵する規模。標高差９５０ｍを約８分で一気に登り、２６００
ｍの千畳敷に達する。中央アルプス、東は伊那谷、天竜川（源：諏訪湖）に西は木曽谷、木曽川に囲まれた古くから３６
峰８千渓といわれる急峻な地形で、南北に１５０ｋｍと長く、幅はわずかに３０ｋｍ。一番北の主峰駒ヶ岳（２９５６ｍ）
より南へ宝剣岳（２９３１ｍ）
、島田娘（２８５８ｍ）、濁沢大峰、檜尾岳（２７２８ｍ）
、熊沢岳（２７７８ｍ）
、東川岳、

空木岳（２８６４ｍ）
、南駒ヶ岳（２８４１ｍ）と続く。駒ヶ岳より西には木曽前岳（２８２６ｍ）
、麦草岳（２７３３ｍ）
、
赤林山と連なり木曽川にいたる。東には伊那前岳（２９１１ｍ）
、黒川山（２２８３ｍ）を経て伊那盆地にいたる。
千畳敷カールは高山植物のお花畑として有名。空きにはナナカマドの紅葉。
［コース］
横浜＝駒ケ根＝しらび平＝千畳敷
千畳敷－乗越浄土－宝剣山荘
宝剣山荘－中岳－木曽駒－中岳－宝剣山荘－宝剣岳－三沢岳（途中）－島田娘－千畳敷
千畳敷＝しらび平＝菅の台？－ホテルで風呂＝駒ヶ根＝横浜
（’９４／０９／０３、０４）曇り → 晴。これまで安定していた天候も、上空に冷気が入ってきたという事で
不安定に。雷雨が心配である。
連れ合いと。一ヶ月ぶり。
7:10 竹山

昨日の夕刻にあった激しい雷雨。今朝になっても雲が残っている。なんか、駒ヶ根方面で交通規制
なんてＴＶでいっている。

7:45 横浜
12:45 駒ヶ根バス
ターミナル
13:00 バス発
13:50 しらび平
14:00 ロープウェ
10
14:25 出発

昨晩遅くまで資料作りをして、研究所にＦＡＸまでいれたので、疲れてよく寝た。
しらび平行きのバスは駅前から。駅まで歩いて５分。
普通の乗合バス。
やはり最盛期は過ぎているのだろう。人出は少なく、待たずにロープウェーに乗れた。
ガスがかかり、展望は皆無。下りの方は１回待ちくらいの人の列ができていた。
山歩きというよりは、スニーカーの軽装者が多い。
カールの花はもう終わっている。散策している人達はなにが目的なんだろ。まあ、パンプス、
スカートの人も上に行っている？？
15;05 浄土乗越
ここからすぐのところに宝剣山荘とその別館（天狗荘）
。まだ到着客が予想されるのか、がらんと
しているのに、６畳に８人詰められる。まあ、北岳の時よりゆったりではあるが。息苦しいの
で、すぐ外へ出る。部屋にずっと入っている人が必ずいるが、しんどくないのかな？
15:40 伊那前岳へ 手続きも終わり、空身で前岳にむかう。
16:00 伊那前岳
途中で、かわいいオコジョにあって遊ぶ。
17:30 食事
山小屋にしてはまあまあではないか。やはり、大勢になって、別館も使い満室の状態。
次第に雲がとれ、仙丈ヶ岳、北岳、間ノ岳が見えてきた。上空も雲がとれてきて星空を楽しめそう。
19;30 弁当受領
措置へ出ると、天の川も広がる星空。連れ合いは途中で小屋に戻る。岩の上に寝転がってふるえ
ながら星空を見物する。人工衛星を見つけられなかった。
20:30 小屋の食堂 ぼーっと座っていたら、おばさんに山小屋の人間と間違えられた。
21:00 寝る
3:50 起床

真っ暗で、気兼ねして懐中電灯つけないと身支度しにくい。向こう側にいた夫婦が遠慮無く明かり
をつける。
4:00 部屋出る
満天の星空。凄みするある。月の出のようだ。三日月。
4:15 出発
もう少し、白んできて星が見えなくなった。残念。それでも足下はよく見えない。
前日にコース見ておいて良かった。ロープが案内役になる。
4:20 中岳
えーっ、もう少し時間かかるはずだが？？
4:55 木曽駒山頂 やはり、山頂で御来迎をという人がいるようである。それにしても寒い。
まれに見る素晴らしい晴天で大展望だ。中岳の遥か向こうに甲斐駒ヶ岳、仙丈ヶ岳、北岳、間ノ岳。
農鳥岳はちとあやしいが、その次に富士山の山頂部が広がる。その左、東の方には八ガ岳連峰。北
は、霞んでいるが白馬連峰、くっきりと槍ヶ岳、穂高岳の連なり。思ったより近くに、乗鞍岳
はなれて目の前に木曽御岳と雲海に浮かび上がる。
5:20 日の出
八ガ岳連峰の右側から真っ赤な大きな太陽があがってくる。
寒さに震えながら朝食。
5:50 下山
もときた道を宝剣山荘へ引き返す。
6:25 宝剣山荘
トイレ休憩
6:40 宝剣岳へ
いやあ、完全な岩場だ。要所要所に鎖があるので、注意すれば問題ない。ただし、下を見ると
ドーンと落ちているので体がすくむようなこわさがある。
6:55 山頂
まあ、短いのでなんてことないが、これを１時間もやるとこたえるだろう。
途中で一緒になった男性二人連れの若い方はかなりこたえているようだ。疲労と恐怖の両方か。
7:00 下山
次々と上がってくるし、上は広くないので場所をゆずることにする。
7:40 クリヤ
山荘から登り、極楽平に下りる人ばかりであり、助かった。あそこでのすれ違いは遠慮したい。
どっちかというと下りのせいだけではなく、南綾の方がこわい。特にナイフエッジの水平移動
はこわかった。

7:55 三沢岳へ
8:30
9:20
9:30
9:45

10:30

10:58
??:??
??:??
16:25
22:??

引き返す
縦走路
極楽平
島田娘

木曽駒では見えなかった塩見岳、東岳、荒川岳、赤石岳、聖岳の展望。
ゆったりと上下した尾根を行く。確かに地衣類が多い。ただ、ふたつくらいの凸凹を越えたところ
で、なんとなく嫌になる、
空木岳への縦走路の方を見ようと引き返す。

カールから昇ってくる人が結構いる。
もうガスと雲が次々と湧いてきて、カールも空木岳も見えない。ぽかぽかと岩でトカゲ。でも日が
陰ると寒い。ひょっと縦走路のサキダルの頭 橋を見ると遭難碑。Ｓ６１年１月に東芝社員、
エーデルワイス会員の吉元護さんという方らしい。お参りに来ているらしくて、手入れされていた。
極楽平
気軽に来た人が大勢いる。高年の人と大きな三脚を持った若い人に「山頂まで２時間くらいか」と
カールへ 聞かれた。どうみても、宝剣岳をクリアできそうもない。無理だと忠告。連れ合いは稜線までの
ことを言っているのではないかと思ったらしい。他にも、どう見ても山道を歩くのは無理と言っ
たスタイルの人達も。
カール駅
ビールと食事。ロープウエー混まないうちに早めに下る。すぐバスがいたので、乗る。
菅の平
歩いて数分のハイランドホテルへ。風呂、６００円。斜め前の喫茶店で時間つぶし。
バスターミナル
駒ヶ根
バスセンタで新宿行きへの切り替え相談するが、面倒な手続き。諦めて駅前商店街に出て喫茶店。
やたらに時間のたつのが遅い。
駒ヶ根バスセンタ発
横浜着
21:00 の予定であったが、中央高速で河口湖分岐までが大渋滞。

紀行文
満天の星空、オコジョ、そして北ア・南アに八ガ岳と３６０度の大展望
のなかの御来迎。
これは、冷気が日本列島に入ったとかで、これまで安定していた天候が
崩れ始めた９月３日と４日、雷を心配しながら出かけた木曽駒での成果で
あります(^_^)。
この８月は水を相手に遊びほうけて、７月末に北岳へ行って以来、山と
はご無沙汰してました。流石に、１ヶ月間も山に入らないと、フラストレー
ションがたまってまいります。そんな矢先に、横浜発、駒ヶ根経由で飯田
行きの高速路線バス（横浜 8:00 発、駒ヶ根 16:25 発）のある事を知ったも
のですから、アホですねー、溢れる仕事を放り出して、連れ合いと中央ア
ルプスは伊那前岳、木曽駒、宝剣岳に三沢岳とほっつき歩いてきました。
ところで、この高速バスは縦１０列、横は真中の通路を挟んで左右に２
席ずつの４列です。結構ゆったりとしています。道路事情にもよりますが、
駒ヶ根まで約４時間半の快適なバス旅を楽しめます。駒ヶ根では、バスセ
ンタから歩いて数分のＪＲ駅前から出ている乗合バスに乗り換えて「しら
び平」まで行きます。ＪＲ利用に比べて格安かつお手軽であります。
千畳敷カール行きのロープウェイ駅のあるしらび平は、流石にもう人出
もピークを過ぎており、待つことなく乗れました。
ロープウェーで一挙に、２６００ｍまで上がれるわけですから、まあラ
クチンなものです。千畳敷カールには、むかし山小屋、いまホテルといっ
た施設もあり、どちらかというと気軽なスニーカースタイルの人達で賑わっ
ています。そのうちのかなりの人が木曽駒頂上まで行っていますね。山歩
きスタイルに身を固めた我等の方が肩身が狭い(^_^;)。
このホテルに泊まってもよろしいわけですが、更に上にある山小屋に比
べて２倍以上の宿賃となります。もちろん風呂はあるし、それなりの施設
ではありますが、山に来た以上は狭い、汚い、安いの山小屋に入らなくっ
ちゃ。
さて、雷を恐れてカールに近い宝剣山荘を選んだため、まだ３時と食事
までたっぷりと時間があります。残念ながらガスで展望はありませんが、
伊那前岳まで空身で行くことにしました。この途中です。かわいいオコジョ
に会いました。岩の間からひょこっと顔を出し、くりくりとした可愛い目
でこちらをイタズラそうに眺めています。ほんの２０ｃｍくらいまで近づ
くとひょいと頭を引っ込め、あっちの隙間からひょこっと顔を出します。

まるで、モグラ叩きみたい。てな具合で、岩と茂みの中に縦横に横穴があ
るらしく、長時間遊んでしまいました。
なんだかんだで食事も終わり、日没を迎えたあたりから天候が回復し、
９時前は満天の星空となりました。寒さに震えながら岩の上に横たわり、
ひさしぶりに見る天の川を堪能いたしました。こういった時は人工衛星が
見えるものですが、どういうわけか今回は不作。
翌日は、山時間に切り替わり４時起床で早立ちです。更に凄みを増した
星空の下、懐中電灯を頼りに中岳、そして木曽駒ヶ岳の山頂へと足を進め
ます。小さな祠の陰で風を避けながら日の出を待っている間にも、白んで
きた雲海に八ガ岳連峰、南アの山々、そして木曽御岳の向こうに広がる北
アルプスと素晴らしい展望を堪能できました。八ガ岳連峰の右に昇る大き
な、そして真っ赤な太陽も良かったですねえ。やはり、厳粛な気分になる
ものです。
再び、宝剣山荘まで戻れば、いよいよ岩と鎖で有名な宝剣岳への登りで
す。確かに、谷に向かってそげ落ちたような岩壁をよじ登るのは、なかな
かスリルがあります。特に南稜に下りるコースはなかなかのもので、両側
が谷にドーンと落ち込んだ幅３０ｃｍくらいの稜線を渡るところでは、正
直いって足がすくみました。中央アルプス随一の人気コースですし、行か
れた人大勢いらっしゃると思います。天気の悪いときには、通りたくない
場所ですよね。
宝剣岳を抜ければ、なだらかな稜線になります。三沢岳へのピストンコー
スの分岐と極楽平を経て空木岳への縦走路となります。
三沢岳を往復し、極楽平の少し先の島田娘という小高くなったところま
で行きました。ここで、ぽかぽかと気持ちよくトカゲを決め込んでいて、
ひょっと気づきました。斜面を少し下がったところに、遭難碑があります。
昭和６１年ですから、もう８年ですか、東芝の吉元さんという方が、冬山
で遭難されたようです。友人なのか、ご家族なのか、今もお参りされてい
るようです。
さて、極楽平からカールに戻り、ロープウェーに高速バスと行きと同じ
コースで帰ってきました。途中の中央高速で大渋滞に巻き込まれてしまい、
翌日に使う資料作りに脂汗を流したのは、まあ自業自得でしょう(^_^)。

表題:大山（ヤビツ峠、下社）
.大山－下社－表参道
*[01* 日
付<]'94/09/26＠日付
*[02* 山
系<]丹沢＠山系
*[03* コ ー ス<]大山－下社－表参道
*[04 地図・案内<]
［コース］ 小田急秦野＝ヤビツ峠－大山頂上－見晴台－下社－ケーブル駅
約 1200 年前、良弁大僧正によって開山。別名 阿夫利山または雨降山。標高 1252ｍ，表登山道のケーブルを利用して
も、ヤビツ峠からでも、標高差 約 500ｍの登り。高尾の様に公園化していないが、指導標もしっかりしており、道もまあ
まあ整備されている。表登山道、ヤビツ峠、日向薬師、広沢 寺とコースがある。交通の便が良い表コースは、信仰登山
のお年寄りから家族ハイクの幼児づれまで、天候，季節によらず結構の人出。
（’９４／９／２６日）先週の連休が雨でつぶれ、今回の３連休も２３が雨情報で中止。２４日は佐藤君が来るので
行けない、もっとも雨であったが。というわけで、雨でも行くぞ！と宣言し、ひとり山開き
8:43 竹山
09:12-19 町田
09:54 秦野
10:00 秦野発
10:30 蓑毛出発
11:30 写真

雨模様、ただし降ってはこない。
４人くらいハイカーがいたが、みなさん蓑毛からどこへ行ったのか？
３人先に行った。
暗い林の向こうにぽかっと明るい空（ただし、曇り）ＳＴＤ：フラッシュ無し、フラッシュ有り
で花。

11:37 ヤビツ峠
11:50
12:47 合流前
12:57 山頂

13:20
13:35 下山
13:50
14:30 見晴らし台
15:05 下社

新しく購入したカメラのテストを兼ねたためか。少し遅い。
小屋が開いている。客も結構いるようだ。
展望：ＳＴＤ，失敗、ＳＴＤ＋山モード、望遠、望遠＋山モード
どうも３０分くらい遅くなっている？
空：ＳＴＤ，ＳＴＤ＋山モード。ガスの流れる下の山：望遠＋山モード、ＳＴＤ＋山モード。
鹿
丹沢山と頭を出した蛭ヶ岳：ＳＴＤ，ＳＴＤ＋山モード、望遠、望遠＋山モード
また鹿がいた。熊笹？すずたけ？の葉を食べている。人を恐れるどころか、なめているようだ。
少し下りたところに北尾根のような林があるが、とりかぶとが小群生。花：
お礼参り。水を飲み過ぎてビールが入らない(;_;)
霞んだ街：望遠、望遠＋山モード

紀行文
丹沢の個人山開き
このところ、週末になるとお天気がもうひとつですね。
敬老の日の連休は、Ｎ先輩ご夫妻と南ア前衛の日向山と秩父の端牆山
を予定していましたが、大雨警報におそれをなして日帰りの大岳山に変
更。ところが、当日５時起きしましたが、これまた雨で青梅線があやし
いという事で中止しました。今回の２３日からの３連休も予報のはずれ
た初日に出そびれてしまいました。というわけで、
「なにがなんでも山
行くぞ」と関白宣言ならぬ山行き宣言をし、２５日の雨模様の中、丹沢
を目指しました。
そういえば、丹沢も３ヶ月ぶりです。９月も今頃になると、勝手に丹
沢の山開きと称して、大山の阿夫利神社にお参りしています。公的な山
開きは４月ですが、丹沢の快適なシーズンは、秋から始まります。冬で
ピークになり、梅雨で終了します・・・と、かってに思っている(^_^)。
というわけで、例年、大山を訪れて個人的な山開きと山歩きの安全祈願
をしています。
秦野からのバスを終点の蓑毛で下りて、歩き出したのが１０：３０と
遅めであったのが幸いして、次第に天候も回復してきました。ところで、
余計なことですが、こんな天気でも好きな人はいるものです。下山して
くる人と、そうですね１０人くらいは遭遇しました。全く、病気としか
思えない。
このところ、といっても個人山開きと初詣の年２回くらいですが、大
山に行くときは、蓑毛／ヤビツ峠から登り、見晴らし台経由で下社にお
参りというパターンに定着してしまいました。以前は、表参道を登り、
広沢寺温泉に下りたものですが、表参道を登る人が多いものですから敬
遠するようになりました。
そういえば、山頂には例年になく鹿の糞が多かったです。鹿の本体も
の２頭出てきまして、ハイカーを恐れるふうもありません。というより、
なめてしまっています。雄の成体ですから大きいし、角も堂々としてい
ます。きっと、きゃーきゃーと逃げ回った人が大勢いたのでしょう。
それにしても、観察力に乏しい私にはわかりませんが、野生動物の食
料不足が深刻になっているのかなあ。山頂から見晴らし台に下りる途中
の林の中にトリカブトの群生を見つけました。丹沢のあちこちにトリカ
ブトはありますが、この場所では今まで気づかなかったですね。
話は変わりますが、彼岸花というのは里にしか咲かないものなんでしょ
うか。バスの車窓からはあちこちに咲いているのが見えましたが、山に
はいると全く見かけません。

表題:表尾根－書作新道
.表尾根－書策新道
*[01* 日
付<]'94/10/02＠日付
*[02* 山
系<]丹沢＠山系
*[03* コ ー ス<]表尾根－書策新道
*[04 地図・案内<]
大倉から本谷山荘まで水無川沿いの林道歩き。途中に竜神の水という名水があり。林道の端には、作治小屋・戸沢山荘・
戸沢バンガロー・本谷山荘ほかのたくさんの山小屋。
本谷山荘からが山道もしくは沢登りのコース。登山道も書策新道の他に天神尾根、政次郎尾根がある。旧鉱山道という
廃道もあり。書策新道は、表尾根のカイサク小屋の御主人・渋谷書作さんが開いた登山道で、旧マンガン鉱道のあと。
沢あり滝ありという気持ちの良い道。沢を渡るので、厳冬期はアイゼン。大雨の後は不可。烏尾山からは、富士山と
相模湾の眺望を楽しめる。烏尾尾根も人が少なく静か。
（９４／１０／０２） 曇り、ぱっとしない天気だ。本当なら昨日は樽前山を歩き、本日の昼頃に北斗星で戻ってきた
はず。
7:34 竹山発
8:06 町田発
8:45 秦野
9:40-50 ヤビツ
10:10
11:00
11:15
11:42

富士見
２の塔
３の塔
烏尾

12:00
12:10 行者
12:40 カイサク小屋
13:10 下山
13:55 本谷
－14:10
14:50 林道へ
15:05 新茅荘
16:10 大倉

到着、そく乗車(^_^)
お天気悪いのに、いやあ大勢だ
途中のバスでは海が見えていたが、次第にガス。結構の人、これまでの記録写真を残しておけば
良かった。
水飲んだだけで休憩せず。スキンヘッドのおじさんの下げたカウベルが追っかけてくる。
ガスで何も見えないので、直進。ここまでのハイカーも多いようだ。
１０人くらい。山荘の屋根が飛んでいた。布団なんかがずぶぬれ。建て直すようで、材料はもう
空輸されていた。
うるさい、おじさん二人連れ。なんで、こんなところでニューヨークの話をしなきゃいけない
んだ。
いつも来ているような気がするおじさん・おばさんのグループ。ビール。
まだ、薮が結構はちこっている。
休憩

閉まっていた。おばあさん、どうなんだろう。

紀行文
丹沢に羆はいなかった(^_^;)
えーっと、実は結局のところ北海道は羆探索の山旅ダメになり、
どういうわけか丹沢をほっつき歩いていました。
もう２週間前になるかしら、東北から北海道に大雨が降りました。
その影響で、折角予約していた列車が運休になってしまいました。
内緒ですけど、飛行機が駄面なんですよ。昨年末のニュージランド
山歩きも船で行きました・・・というのは嘘、決死の覚悟で飛行機に
乗りました。
というわけで、羆に注意と朱記されていた樽前山の山歩きは中止の
憂き目とあいなりました。おそらく、これから行くことのないであろ
う山でしたし、若干残念です。北海道に山遊びというと、利尻の方か
大雪でしょうね。札幌から近いとはいえ、交通の便の良くない樽前山
に行くチャンスはなさそう(;_;)。
ＣＡＢ１００５７ ＯＳＫ

ＰＳ 熊に遭遇したときにどうするか・・・これは諸説紛々のようです
月の輪熊と羆、さらにグリズリーとか白熊で違うでしょうしね。
もっともらしいのは、後ろを見せて逃げるとダメ、追っかけら
れるの説ですが、これもひたすら逃げて助かった人の話が出てき
たりします。科学的に実験して統計とった人いないでしょうしね。
手を大きく挙げて身体を大きく見せる、静かに語りかける、ザッ
クを捨てて逃げる、いろいろですね。
まあ、音を出して人のいることを教えるというのが予防として
最前でしょうが、人食い羆だと喜んでおっかけてくるという説も
あったりします(^_^)。

表題:大倉尾根～塔の岳～丹沢山～蛭が岳～西野々
.二の塔～三の塔～塔の岳～丹沢山～蛭が岳～西野々
*[01* 日
付<]'94/10/09＠日付
*[02* 山
系<]丹沢＠山系
*[03* コ ー ス<]二の塔～三の塔～塔の岳～丹沢山～蛭が岳～西野々
*[04 地図・案内<]
［コース］小田急秦野＝ヤビツ峠－富士見山荘－二の塔－三の塔－烏尾山－行者岳－新大日－塔の岳－丹沢山（１日目）
丹沢山－蛭が岳－姫次－黍殻山－焼山－西野々＝三カ木＝橋本
ヤビツ峠から塔の岳にかけて北西にのびる丹沢を代表する表尾根コースを経て、蛭が岳から北に延び道志に連なる丹沢
主脈コース。道は明瞭で、一部ザレ道とか鎖場、岩場もあるが、コースに悩む必要もなく歩き易い。結構歩き出があり、
健脚向きであるが、さすがに奥深くに入った
かんじで静かな気持ちの良い山歩きを楽しめる。
（９４年１０月８、９日）曇り、天気予報もパットせず。
10:15
10:40
11:16
11:57

竹山
鴨居
町田
渋沢

12:12
12:40
13:25
13:30
13:55
14:10
14:30
15:10

大倉
出発
べんち
見晴小屋
紅葉ベンチ
駒止茶屋
堀山の家
富士山

15:20 花立山荘
16:10 山頂

17:45 食事

18:15 外へ
19:30 寝る

4:30 起床

塔の岳山頂泊りということで、ゆっくりと出る。気温下がるといっていたが、なんか蒸し暑い。
渋滞と駅前の新しいコンビニでラーメン購入で時間をとられた。
キムラヤまで行ってフィルムを購入。
もう大倉行きのバスがいたので、食事は大倉まで待つ。同じバスに若い女性ふたり組と中年の夫婦
一組。後者は山馴れている感じ、前者は、小田急かななんかのパンフレット地図を見ている。
どうするんだろう。
味噌ラーメン。まあいい味だしている。
大倉青年の家だっけかの分岐
もう食事の準備だ。山の生活というのは、調理の生活かもね。
隣合わさったモミジの紅葉速度が大幅に違う面白いところ。だいぶ色づいていたので写真。
大学のサークルらしい集団が休憩していた。
小休憩
久しぶりに全体の姿を見る－－－写真
単独行のおじさんを追い抜く。苦しそうであったが。
鉄骨で２階部分を増築中－－－写真
結構賑わっている。
崩れ防止用に木枠を入れ込んでマジ切りしているが、草が付かなかったのかむき出し部分が多い。
公園みたいという批判もあるが、もっと汚い印象だ。富士山のシルエットが、夕焼けの時の期待
をさせるが、どうかな。
富士山が見えている割には展望がない。
それにしても多い。１００人弱と言うことで、隣の小屋も満員のようだ。まあ、肩の小屋の時と
比べればゆうゆうではある。
食事は２巡目になる。いつものカレー。ガスが出てきて何も見えない中、どういうわけか御殿場
方面の街のあかりが見える。
全くのガスに包まれてしまった。後から出てきたおばさんに聞かれる。茨城からの団体で表尾根
を来たらしい。一部が、ユーシン、鍋割り経由に変更したが、まだ着かないとの事。
することなく、布団に座り、読書、読めなくなってからは野球を聞いていた。巨人の優勝がほぼ
決まったところで寝る。小屋のわりにはよく寝れた。耳栓の威力か。
俺が一番のようだ。すぐ身支度し、下へ。

5:00 出発
5:15

流石に暗い。曇っているのとガスのせい。懐中電灯がガスで乱反射し、足元も見にくい。
鹿も登山道近くで寝るのかな。大慌てで逃げ出すのがかなりいる。林の中で目が光るのはなんとも
はや。それでも次第に明るくなってきた。
5:30 日高
随分明るくなってきた。逃げ出した鹿を写す－－－写真Ｘ２
5:49
朝靄というかガスの中で鳴き声。写真とってみたが？？－－写真
5:57 竜ヶ馬場
ここで、アンテナを持った外人さんに会う。鹿の首に巻いた送信機で食性を調べているそうだ。
6:20 丹沢山
いやあ、大勢の人が小屋の外に。結構、主脈にはいるようだ。途中で、引き返してきたふたり組は
いくらなんでも軟弱？
-6:35
手前にテントやっていた人がいる。はじめは熊かと思った。
少し過ぎたところに、快適そうなテントサイトがある。ひとりいた。
7:05 小屋
ここもキャンプにいい。水場もあるし。ガスの中の草尾根と雑木林。幻想的な雰囲気でなかなかの
もの。なんか、あの世で修行しているみたい。－－－写真
7:15 不動の峰
ガスの中の紅葉。ここらあたりの紅葉は結構進んでいる。
7:30
笹尾根の中の紅葉－－－写真
7:45 鬼ヶ岩
思いこんでいた程の険しさ無かった。経験の積み重ねかな。
8:20 蛭ヶ岳
全くのガスで展望無し。数人が滞在。団体が檜洞丸へ。ここで朝食作り。ラーメンとリンゴ。
２・３秒の間、ガスが晴れて額の中のように見事な富士山が。
9:05 下山
熊の話もあるので、カウベルつける。ここからは、もうひとつの風景になる。ハイライトは蛭ヶ岳ま
でか。
途中、親指が猛烈にいたくなる。痛風か？？ しばらくすると治った。
10:10 地蔵平
子連れ家族がいた。
10:25 原小屋平
数年前とはいえ随所に見覚えがある。小屋のコンクリート跡は完全になくなっていた。若夫婦に
追い抜かれた。
10:42 姫次
やはり長いなー。ここで休憩。先ほどの若夫婦は弁当。他に蛭ヶ岳で無線をやっていたおじさん
とか、数組。カウベルをはずす。
12:15 焼山
前は、迂回路を通ったが、あまり使われていない雰囲気なので、山頂へ、といってもやたら近い。
-12:40
ここで、昼飯を作っている人が数人いた。また、無線を始める。外人さん夫婦が登ってきた。
この時間だとどうするのかな。
13:25
途中、焼山登山口バス停の標識に会わせて右に分岐した。前は、直進して西野々へいったはず。
-13:40
流石に、ダウン。休憩兼ねてカロリーメイト。
13:55 林道だ！！ 花火工場の横を通って行く。
14:15 バス停
無線のおじさんに会った。
１５時までバス無し。電話とビール。後から来たおじさん二人と話す。塔の岳からきたとの
こと。朝食食べてゆっくりと言われてしまった。
15:05 バス
15:25 三ヶ木
橋本行きに接続。約五〇分くらいか
西野々 10:07,48 11:- 12:32 13:48 14:- 15:03 16:17 17:33 18:53 19:36 20:07
紀行文
（熊のいる？）丹沢主脈を放浪
先日の朝日新聞に、丹沢湖西側の世附川に熊が出たという投書が載ってい
ました。その前には、雑誌の投稿で蛭ヶ岳から姫次に出る途中の登山道で出
会ったという話も見ました。丹沢にはもう熊は殆どいないという事になって
いましたが、まだ頑張っているようですね。でも、まあ住みづらいことでしょ
う。激励に出かけることにしました。
というわけで、８日９日と丹沢主脈の縦走をしてきました。主脈は、ご存
じの方も多いと思いますが、塔の岳－丹沢山－蛭ヶ岳を経て、姫次から焼山、
そして道志の西野々までを指します。
このうち、１４９０ｍの塔の岳は、東京・横浜の夜景、相模湾に富士山の
好展望地です。空気が澄んでいる冬場ですと大島、南アルプスも一望できま
す。ブロッケンだってあるんですよ－－といっても、１回経験しただけです
が(^_^)。丹沢の最高峰である１６７２ｍの蛭ヶ岳も富士山、南アルプスの
見事な展望が得られます。
残念なのは、主脈コースを普通の脚力で歩こうとすると、どうしても１泊
が必要です。ところが、塔の岳は近すぎ、蛭ヶ岳は遠すぎるという問題があ
ります。距離、時間からいうと丹沢山が良いんですが、こちらは眺望が皆無
に近い。

今回は、塔の岳山頂の尊仏山荘に泊まることとし、塔の岳登山口の大倉で
昼飯をとり、１３時と遅目に登り始めました。これでも塔の岳には１６時頃
に到着できます。尊仏山荘に泊まるのは半年ぶりです。数人の客しかいない
という事が多かったですが、今回はなんと１００人弱の大賑わいです。まあ、
アルプスの夏山シーズンに比べれば、ゆったりと寝られます。どうも団体が
増えたようですね。百名山の悪影響かな(;_;)。
期待した夜景はガスで全く駄目でしたが、夕刻には富士山のシルエットを
眺めることが出来ましたので、よしとしましょう。
朝は、例によって４：３０起床。ガスで御来迎も駄目な雰囲気であるし、
諦めて５時から歩き始めました。流石に曇天のせいで真っ暗のうえ、懐中電
灯の光がガスに乱反射して、足下の見にくいこと。林の向こうでキラリと光
る鹿の目を見ながら（熊じゃないよ）丹沢山を目指します。
このコースのハイライトは、丹沢山から蛭ヶ岳にかけてのまろやかな草尾
根とブナを中心とする雑木林です。霞の中の夢幻境です。それはそうと、こ
こまで入ると紅葉もだいぶ進んでいました。まだ、緑を基調とする中に黄色
と赤の混じった中間色の日本画のような雰囲気です。ガスの影響もあるかな。
途中、カロリーメートをかじりましたが、流石に腹が減ってきて、蛭ヶ岳
でラーメンを作りましたが、その最中に素晴らしい光景を見られました。小
雨混じりのガスのため、もちろん遠景は全く駄目でしたが、風の具合で一瞬
ほんの２・３秒でしょう、ガスが晴れて富士山とその周辺のみが額縁の中の
絵のようにくっきりと浮かび上がったんです。山頂にたまたま居合わせた数
人から、思わず感嘆のため息が出ました。
蛭ヶ岳からは、アップダウンを繰り返す長丁場となります。冒頭に書きま
したように熊が出たところです。流石に緊張し、余計に疲れてしまった。

表題:鍋割山（寄）
.鍋割山（寄）
*[01* 日
付<]'94/10/15＠日付
*[02* 山
系<]丹沢＠山系
*[03* コ ー ス<]鍋割山（寄）
*[04 地図・案内<]２万五千地図 秦野、大山

アルペンガイド 東京周辺ワンデイ・ハイク

［コース］小田急新松田＝寄－雨山峠－鍋割峠－鍋割山－後沢乗越－二股－大倉＝渋沢
塔の岳直下の金冷シの頭から西の延びる尾根を鍋割山稜といって、大丸，小丸をへて代表的なピークの鍋割山約１２７
０ｍにいたる。大倉尾根から入るコースと後沢乗越より北上するコースがある。後者は、登山者の多い大倉尾根に比べて
静かである。途中、県民の森，登山訓練所をへて二股より沢を横切って植林の中を後沢乗越にいたる。ここからカヤトの
中の登りとなる。ゆるやかなピークを二つ越すと山頂。山頂には鍋
割山荘があり、宿泊も可。塔の岳にいたる鍋割山稜はぶな林の中の気持ちの良い尾根道。
今回は、寄からの非一般コース第２弾を行ってみる
（’９４・１０・１５、１６） 薄曇り。ＣＡＢ－ＮＥＴのオフ。といっても参加は
鍋さん、野口君と３人のみ。
竹山
鴨居
7:46 町田発
新松田着 もうふたりとも来ていた。野口君は２５歳といっていたかな。なかなか格好良い若者。
バス発車 いつもに似合わず、ハイカー多し。団体さんでシダンゴ行き。鍋割りに向かったのは数人か。
出発
シダンゴに行くおばさんでトイレが混む。
みんなの森 キャンパーは殆どいない。檜洞丸の遭難のせいか、登山届けを書かされた。
登山道
休憩
野口君、バテ気味。少しいったヤドリギ沢で橋が流されていて登山道無くなっていた。一瞬、
悩んだが、踏み跡を探して前進。
もう一ヶ所でも崩れていて、木の桟道が落ち崖のようになっていた。
11:30 寄コシバ沢
鍋割峠分岐で休憩
12:20 雨山峠
食事にする。野口君のザック持ってみたらやたらに重い。２リットルのペットボトル２本、
7:07
7:21
8:37
9:00
9:35
10:00
10:25
10:55

魔法瓶にカメラ２台、着替えが山ほど、お菓子にラジオとまあ持っている事。鍋さんと手分けして
荷物を持ってやる。俺は、２リットルのボトル、２Ｋｇの増加だ！！
食事を終えて出発。
記録とる気力を無くした。始終休憩。鎖場もへっぴり腰ながらもクリヤ。

13:00 出発
鎖場
鍋割り峠
14:30 山頂
いやあ、やっとの思いだ。思ったほど時間かかっていない。雨山峠の食事休憩を流した分くらいの
超過か。
あいかわらず、山頂には大勢の人がいた。早速、ビールと宿泊手続き。
キノコパーティで５８００円と高くなっている。ガスが出ていて見晴らしは駄目。野口君の
疲労状態を見て小丸方面の散策は止める。
８０人の宿泊とかで予約のみ。混むよといわれたが、南アと比べりゃ極楽。それにしても２階と
いうか屋根裏の宿泊場所は凄い。人の肩幅くらいの切りかぎがあるだけ。本当に梯子としか思え
ない垂直の梯子？をよじ登る。ザックは先に入れないと上がれない。これじゃ、急には下りられ
ない。まっすぐも立てないし、昼間でも懐中電灯がいる。
15:00 コーヒー 屋外で鍋さんのバーナー。休んでいたおじさんと話。これから花立てだそうだ。尊仏山荘は食い
物が悪いと悪評判。中に入って、キノコ博士の分類作業を見学。登りの途中で採取されたキノコ
をてきぱきと分類する。どうも白いキノコは毒のようだ。テング茸の親類だが、美味と言う卵茸
を憶えた。ガスで見晴らしはない。
17:30 食事
確かに凄い。海老、ホタテ、鶏肉に野菜とさっきのキノコで鍋、これにはうどんもついている。
おでんもあるし、ご飯も。生ハムとトマトの盛り合わせ。かぼちゃの天ぷらも出た。横に座った
池田というおじさん、山で大福をばらまいているという。この人は常連らしいが、うるさいこと。
面倒見は良いが。野口君と一緒におぼっちゃまにされてしまった(^_^;)。
雨が降ってくる。
19:00 歌
青柳さんという歌声喫茶時代のベテラン？がアコーデオンを引き歌を披露。なんだかなあ。
酔っぱらったおじさんがうるさい。キノコのせいではないようだが、多分昨日の宴会のせいだ
ろう、腹が痛くなる。我慢できなくて、暗闇へ。小屋の前で偽のブロッケンが見えた。で
も、内容はブロッケンそのもので光が小屋からのものというだけ。
20:30 寝る
まだ、うるさく騒いでいたが、布団に潜り込む。耳栓の威力で気にならない。
5:30 起床
外に出たが、雲で日の出は駄目。ガスはだいぶ切れて富士山が見えたり見えなかったり。
6:30 朝食
入れ替えなしで全員がいっぺんに。だから遅い。
7:30 下山
やっと、行動に移る。
8:10 後沢乗越
8:40 沢
9:00 いつもの休憩の沢
コーヒー、鹿の頭蓋骨があった。角が切られているし、どうも人のせいのようだ。
10;30 大倉
10:40 発
渋沢のパン屋で食事。

紀行文
余は如何にしてテニス大会をサボり、そら恐ろしきキノコパーティに
参加せしか・・・というお話し
この土曜日曜は、鍋割山に一泊二日の予定で、山歩き初めてという
人達を引率してきました。鍋割山では、採取した毒キノコを選別し、
おいしく鍋をやろうというイベント付きであります(^_^;)。
（注：鍋さんの企画だが、コースは俺だけしか知らないというお粗末）
よせばよいのに鍋割山への最難コースである寄－雨山峠経由で入山
しましたが、これが台風の影響で酷い状態になっていました。いくつ
かの沢を横切り、一部では沢歩きとなりますが、上流からの洪水なん
でしょう、大きな岩がごろごろと流れてきまして、木製の簡易橋とか
桟道も流されて影も形もありません。崩れた斜面をはいずってきまし
た。ちょっと、初めての人には過酷だったかも。
かてて加えて、ひとりは、なにを思ったのか２リットルのペットボ
トルを２本に１リットル入りの魔法瓶を持ち、１週間分かとも思われ
る着替えに、お菓子が出るわ出るわ。ザックを持ってみたら、テント
縦走なみの重さです。
「これじゃ、ばてるわ」と、荷物を手分けして
移し変えましたが、急に２Ｋｇからの重量が増えてしまい、こたえる

こと(;_;)。通常ですと日帰りコースですが、というわけで一泊でちょ
うど良かったですね。
鍋割山荘は、これまでビールを買いに入った事があるくらいで、な
んか室内がえらく暗いなという印象くらいしかありませんでした。常
連の方が大勢おられるようですし、確かボッカ駅伝の主催者もされて
います。おそらく丹沢で一番活気のある山小屋でしょう。
キノコは宿泊者が途中の山道で採取してきたものを専門家が判定し
ます。いやその速いこと、てきぱきと名前がつき、毒、可食、美味と
仕分けされていきます。あまりの速さ心配になったりします。
これで、たまご茸という美味なキノコを憶えました。テング茸の親
類ですが、こちらは食べられるらしい。今度、見つけたらまずは会社
の食堂にプレゼントしましょう。なお、白いキノコはだいたいが駄目
なようです。
これらのキノコが、海老に鶏肉おまけにホタテなんかと一緒に鍋に
入れられまして、おいしく頂きました。生ハムの盛り合わせ、果物、
かぼちゃの天ぷらと次々に出てきます。８０人くらいの宿泊客がいた
と思います。準備からなにから大変なものでしょう。
食事の後は、これまた名前を忘れましたが（青柳さん、といったか
な？歌声喫茶時代のプロとか？ ご存じ？）
、アコーデオンを引きな
がら歌を披露してくれました。
９時前に布団に潜り込みましたが、まだまだ結構賑やかでしたねえ。
まるで宴会みたい。人が多かったせいか、翌日の朝食も終わったのが
７：３０頃とえらく遅かったです。
というわけで、食事は速ければ中身はどうでも良い、うるさいのは
嫌だ、静かにポツポツと言った感じで話をしたいという私の山趣味に
は全く合わない山小屋でしたが、めずらしい経験をできました。
それはそうと、小屋の本来の宿泊場所は２階というか、天井裏です
が、あれは許可されているのかなあという疑問があります。火事にな
るとおそらく全員が焼死するでしょう。なにせ、天井に人の幅くらい
の切り穴があいていて、垂直の梯子でよじ登ります。やっと、ひとり
が通れるくらいのそんな穴が２ヶ所くらいありますが、とても火事の
時には利用できないでしょう。まっすぐ立ち上がることもできず、昼
間でも懐中電灯のいるような部屋ですしね。

表題:大岳山－御岳
.大岳山－御岳
*[01* 日
付<]'94/11/03＠日付
*[02* 山
系<]奥多摩＠山系
*[03* コ ー ス<]大岳山－御岳
*[04 地図・案内<]
［コース］八王子＝拝島＝奥多摩－アメリカキャンプ村－海沢園地－大岳山－御岳＝ロープウェ＝御岳駅＝拝島
＝八王子
（’９４／１１／０３） 天気予報は最悪だが、連れ合いと
竹山
どんよりと曇っている。降水確率３０％から５０％へ。
鴨居
フリー切符１７４０円
八王子発 八高線は、ジーゼルだ。
拝島
青梅線は、ハイカーで満員だ。イクサバタ、ミタケ、ハトノスとどんどん下車していく。
奥多摩着 歩けの会他、多数。
出発
駅前でゆでぼし購入。駅出て左に車道を行く。こちらに行く人は誰もいない。
アメリカキャンプ村
きれいな施設。車で来るキャンプ場のようだ。バンガローとガスのついた炊事場
10:55 海沢園地 標高５５０ｍくらい。左にＵターンするように登っていく林道は御岳へ行くはず。トイレと東屋
6:41
6:55
7:45
8:05
9:05
9:26
10:00

のある小さな広場。数人の人と一緒になる。紅葉はまだ。
園地の堰堤を越えるとすぐ沢を横切り、左岸へ。そこがもう三ツ釜の滝だ。沢沿いに行くと、
ネジレノ滝、大滝となる。今回は、植林の中を急登し沢を巻く形で進むと。大滝の上に出た。
ワサビ田 沢全体にワサビが栽培されている。沢の所有権は？。それにしても厳重に鉄条網が張られている。
尾根道
途中で雨が本降りになり、身支度。沢沿い特有の最後の急登に疲れてしまった。直前に下山して
くる数人の団体に遭遇。尾根道は、気持ちの良いコースだが、味わう余裕が(^_^;)。
紅葉はもうひとつお状態。後二週間くらいか。一部の木の葉は汚くなっている。虫なのか、天候
のせいなのか。
縦走路
御前山からの縦走路にやっと出た。１時間遅れ。縦走してくる人が結構いた。
山頂
広い山頂を遊歩道で歩けるようになっている。ほんとの山頂は大勢いたので、手前の広場で食事。
風が出てきて多少寒い。
下山
御岳方面は整備されたハイキングコースかと思っていたが、なんの。岩が多くて濡れているもの
だから滑りやすい。
紅葉はまあ進行しているようだ。雲海とガスを通して南側の山並みが見えるが同定できず。
神社
屋根も鳥居も緑色、めずらしいのではないか。
山荘
御岳への縦走路の直下に山荘と見晴らし台。天気良ければ展望抜群のようだ。
長尾平
途中、岩石園と奥の院にコースが別れる。よくわからず、右側の岩石園を選ぶ。どんどん下り
始め、これが左手に見える大きな山に登るのなら大変だと心配になる。調べが不足だ！！。地図
見たら、御岳神社は９００ｍちょいで、下がって良いことがわかる。大山のようになっている
んだ。長尾平から思ったより歩く。
神社
石段を登り、神社にお参り。
ケーブル駅前 また下って、旅館宿望の間の細い道を行くと土産物店。生ワサビ購入。売店、土産物店のある
広場 ビール購入。
ケーブル 五〇〇円
バス
１時間に１本くらいのバスで乗り切れないでなかなか発車できない。８分くらいのバス乗車なので
歩いた方が早かったかも。

11:05
10:30 滝見台
11:50
13:05

13:40
13:50
14:15

14:35
16:00

16:20
16:55
17:30

紀行文
ＶＡＭＩＬ用
奥多摩の紅葉は１１月末頃が最適
文化の日は晴れの特異日であったはずですが、今年はどういうわけか
前後を秋晴れに挟まれた雨模様となりました。
山歩きには適しそうもない天気予報でしたが、９月に行き損ねた大岳
山と御岳もそろそろ紅葉も最盛期ではないかと、我慢しきれずに飛び出
しました。ところで、奥多摩のこの界隈、
［原研材］はＩ氏の縄張りで
すね。お邪魔させて頂きました(^_^)。
さて、青梅線終点の奥多摩駅から約１時間半の林道歩きで海沢園地と
いう名前負けをしそうな小さな広場、トイレと東屋のある広場に出ます。
そのまま林道を行くと御岳方面に抜けられるようですが、そこは丹沢で
鍛えた？我等夫婦です。三ツ釜ノ滝、ネジレノ滝、大滝という３連の滝
のある沢（海沢）をたどり、まずは大岳山まで登頂いたしました。実は、
このコース、N 先輩の奥様よりご紹介頂いてから一度行ってみたいな
と狙っていたというのが真相です。
噂に違わず、あちこちにワサビ田が作られている清流の流れる沢、迫
力のある滝と良いコースでした。これに紅葉が加わると見事でしょうね。
沢沿いの道の特徴ですが、尾根道に出るところの急勾配をあえぎなが
ら約３時間、やっとの思いで大岳山の山頂に到着しました。途中、雨に
降られた事もありますが、久しぶりにきつかった。流石に１２００ｍま
で標高をかせぎますと、木々もだいぶ色づいていますが、もう少しとい
う印象です。２週間後くらいが最盛期になりそうですね。
山歩きを始めて８年になりますが、実は御岳には行ったことがありま
せん。というより、奥多摩方面は、バスツアで行った御前山を除けば、
今回が初めてです(^_^;)。やはり、御岳、御岳神社には挨拶をしておか
ねばと、大岳山から縦走をしました。
大岳山からは２時間強の歩程ですし、普段歩いている丹沢、中央線沿
線ですと一般的な日帰りコース並の筈ですが、慣れない山域のせいか、
滅法くたびれました。まあ、そんな事はおいておいて、こちらの方の紅

葉はまだまだですね。１１月末でやっとかなという感じです。
それにしても、私の住処からですと、奥多摩は遠い。横浜線、ジーゼ
ル車の（いまだにジーゼルなんですねえ）八高線、同じく単線の青梅線
と乗り継ぐせいか、やたらに時間がかかります。悪天候のせいもありま
しょうが、あの方面ですと山も秩父の方がよさそう。
是非、
［原研材］のＩ氏の反論と奥多摩の魅力についての蘊蓄を期
待してます。

ＣＡＢＩ用
奥多摩の紅葉は１１月末頃が最適
野口さんは、日光の方面に紅葉狩りに行かれたようですね。まだ早す
ぎましたが、この三日に奥多摩に行って来ましたので、状況報告をしま
す。
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
文化の日は晴れの特異日であったはずですが、今年はどういうわけか
前後を秋晴れに挟まれた雨模様となりました。
山歩きには適しそうもない天気予報でしたが、９月に行き損ねた大岳
山と御岳もそろそろ紅葉も最盛期ではないかと、我慢しきれずに飛び出
しました。
さて、青梅線終点の奥多摩駅から約１時間半の林道歩きで海沢園地と
いう名前負けをしそうな小さな広場、トイレと東屋のある広場に出ます。
そのまま林道を行くと御岳方面に抜けられるようですが、そこは丹沢で
鍛えた？我等夫婦です。三ツ釜ノ滝、ネジレノ滝、大滝という３連の滝
のある沢（海沢）をたどり、まずは大岳山まで登頂いたしました。
噂に違わず、あちこちにワサビ田が作られている清流の流れる沢、迫
力のある滝と良いコースでした。これに紅葉が加わると見事でしょうね。
沢沿いの道の特徴ですが、尾根道に出るところの急勾配をあえぎなが
ら約３時間、やっとの思いで大岳山の山頂に到着しました。途中、雨に
降られた事もありますが、久しぶりにきつかった。流石に１２００ｍま
で標高をかせぎますと、木々もだいぶ色づいていますが、もう少しとい
う印象です。２週間後くらいが最盛期になりそうですね。
山歩きを始めて８年になりますが、実は御岳には行ったことがありま
せん。というより、奥多摩方面は、バスツアで行った御前山を除けば、
今回が初めてです(^_^;)。やはり、御岳、御岳神社には挨拶をしておか
ねばと、大岳山から縦走をしました。
大岳山からは２時間強の歩程ですし、普段歩いている丹沢、中央線沿
線ですと一般的な日帰りコース並の筈ですが、慣れない山域のせいか、
滅法くたびれました。まあ、そんな事はおいておいて、こちらの方の紅
葉はまだまだですね。１１月末でやっとかなという感じです。
それにしても、私の住処からですと、奥多摩は遠い。横浜線、ジーゼ
ル車の（いまだにジーゼルなんですねえ）八高線、同じく単線の青梅線
と乗り継ぐせいか、やたらに時間がかかります。悪天候のせいもありま
しょうが、あの方面ですと山も秩父の方がよさそう。
ＣＡＢ１００５７ ＯＳＫ

表題:小丸－大丸
.小丸、大丸
*[01* 日
付<]'94/11/13＠日付
*[02* 山
系<]丹沢＠山系
*[03* コ ー ス<]小丸、大丸
*[04 地図・案内<]２万五千地図 秦野、大山

アルペンガイド 東京周辺ワンデイ・ハイク

［コース］小田急渋沢＝大倉－西山林道－表丹沢県民の森－二股－大丸－金冷やし－大倉尾根－天神尾根－戸沢ー大倉

（’９４・１１・１３） 暖かい。快晴のようだが、カスミがかかっている。
7:15 竹山
7:25 鴨居
8:30 渋沢着

7:46 町田発
かなりのハイカーがバス停に並ぶ。前のパーティーが写真を回覧している。どうも山小屋で結婚式を
したようだ。
8:44 バス発

8:55 大倉着
9:10 出発。
やはり、人出は多い。新林道の写真、登山訓練所の上でもう一枚。
10:25 二股手前 いつもの沢で休憩。５００ｍから見上げる山腹の紅葉は最盛期。
10:35
小丸尾根に分岐してはやくも別れ道。まっすぐ行くと鍋割り、右にとると塔の岳との標識。右が
小丸の筈。鍋割りというのはどこへ出るんだろ。
10:55
山モミジ、青々としている。斜面の向きも関係あるようだ。
11:30
８００ｍくらいからは半分くらいが紅葉。散っているものも。
11:37
逆光で紅葉を写してみる。
11:50
サルスベリと思っていたツルリとしている木は、実はリヨウブらしい。
11:52
休憩。予想通り、登るのは俺だけ。下ってくる数組がいたくらいで静か。１歳くらいの赤ちゃんを
おんぶした夫婦がいた。
１０００ｍこえて１２００ｍくらいでは落葉している。
12:40 小丸
早速、鹿の糞だらけの草原にはいって食事の支度。ラーメンに餅を２個入れたら水が無くなって
焼きそば風。
13:10 食事終了
13:30 下山
13:51 金冷やし
13:56 花立て
14:02 花立て山荘。外側は殆ど完成のようだ。写真写しといた。
14:20 天神尾根 戸沢出合まで４０分の標識。それにしても、えらく荒れた道。９月にここを通った N さんは大変
だったろう。
予想通り、人は少ない。それでも数組は下りたのではないか。間違って入ってきたような老人と
子供含む大集団がいた。
15:10 戸沢出合 実は書策新道にはいる前の沢を横切るところに出る。
16:40 大倉
15:55 バス

丹沢で昼飯を
この週末は秩父の方に行く予定でしたが、連れ合いが風邪をひいた
ため、急遽中止しました。おいていくと後が恐い(^_^;)。
といって折角の晴天です。おちつきません。ならば、丹沢で昼飯で
も食べようかと鍋割山から塔の岳につながる山稜の途中にある小丸、
大丸へと行ってきました。
長引く不況のせいか、あるいは健康ブームのせいかわかりませんが、
ハイカーの少なかった丹沢も、このところ人で溢れています。確かに
中高年が多いですが、若者も混在しています。これで丹沢の表玄関で
ある鍋割山、塔の岳となると、このシーズンには列をなすであろうと
思い、登りは一般コースの後沢乗越を避けて、小丸尾根を選びました。
実は、後沢乗越のコースも数年前は、静かな山行きを楽しめる篤志
家向けと宣伝されていました。いまや最もポピュラーなコースとなって
しまったようですが。
一方、小丸尾根は林の中の登りが多く、見晴らしにも乏しいためか、
鍋割山からの下りに使う人はいますが、登る人は少ないようです。今
回も数組の下山者には会いましたが、登りは私だけで静寂そのもの。
葉が落ちる音まで聞こえます。
大倉から１時間強の林道歩きと２時間強の登りで小丸に到着しまし
たが、どうもこのところ足が遅くなってきているようです。やはり、
年齢の影響が出てきはじめたのかしら(;_;)。
紅葉の状況ですが、７００～８００ｍくらいが盛りのようです。１
０００ｍを越えると、もう落葉し始めています。１２００ｍ付近の鍋

割山稜は山毛欅で覆われていますが、完全に落葉していました。
さて、小丸近くに取って置きの場所ありまして（鹿の糞だらけです
けど）
、ここで早速、餅入りラーメンにとりかかりました。今回は、
欲張って餅を２個入れたのが失敗で、食べるときには焼き蕎麦風ラー
メンになってしまった。
帰りは、大丸を経由し、大倉尾根の「金冷やし」に出ました。ここ
から塔の岳が近いですが、遠目に見ると山頂は人で溢れているようで
す。諦めて、大倉尾根を下り、途中から天神尾根の脇道に入りました。
これも、ほぼ正解で殆ど人がおらず、静かなものでした。
それにしても、道は荒れていました。本来の登山道の土が流されて、
酷いところでは２ｍくらいも落ち込んでいます。とても歩けず、木に
掴まりながら斜面を縦横に下るしかない状況です。これやると、また
木が倒れて荒れた部分が拡大してしまいますが・・・ゴメン。
ところで、こんな道に何を間違ったのか、小さな子供を連れた十名
以上の団体が入り込んでいました。どうも、山歩きも始めてらしくて
四苦八苦してました。ここで少し時間をとられ、戸沢出合に下り、林
道歩き１時間ほどで大倉に戻ったのは５時前になってしまいました。
そうだ、戸沢出合のところで沢を下ってくる２０人くらいの団体に
会いました。沢登りならぬ沢下りも変だなと思って、よく見ると背負
われている人がいます。どうも転落して足を骨折したらしく、右足全
体がガムテープでグルグル巻きにされてました。
というわけで、帰りは戸川林道を通ったわけですが、烏尾山から下
りてきたところにある新茅荘はあいかわらず閉まっていました。以前、
失礼にも「やまんば」と間違えたここのお婆さんは、８０歳を過ぎて
いたと思います。調子が悪いのかしら。

表題:金時山
.金時山
*[01* 日
付<]'94/11/20＠日付
*[02* 山
系<]箱根＠山系
*[03* コ ー ス<]金時山
*[04 地図・案内<]２万５千地図：関本

るるぶ関東周辺ハイキングガイド

［コース］小田急小田原*(湖尻行)*仙石－矢倉沢峠分岐－金時山－足柄峠コース合流地点－夕日の滝－地蔵堂*新松田
箱根外輪山の最高峰（１２１２ｍ）で、山頂下４～５００ｍあたりから急勾配に飛び出しており、ひときわ目だつ山で
ある。この山容から以前は猪鼻ガ嶽と呼ばれていた。登山コースはいくつかあり、箱根側から３コース、関本側から４コ
ースある。矢倉沢峠方面を除きどのコースも急勾配で大石の中を鎖を頼りに登っていく。関本方面から登り足柄コースと
の合流点は富士山の眺望が素晴らしい。山頂は、岩がゴツゴツ露出しており、
案外と狭いが、２軒の茶屋がある。足柄方面の茶屋が金時茶屋として有名。頂上は遮るものがなく見晴らし良好。富士山
が前面に開け裾野全域を見渡せるかんじである。左方面には芦ノ湖。但し、外輪山を見渡す雄大さは明神ガ岳のほうが優
る？
（９４／１１／２０） 曇り。連れ合いと、橋口君。
6:41
6:47?
7:12
8:24
9:35
9:35
10:25
11:30
12:30?
13:15

竹山発
鴨居発
町田発
小田原バス停
仙石着
登山開始
矢倉沢峠
山頂
下山
丸鉢山

13:45 駐車場
14:25 沢

バスにも電車にも中高年ハイカー、それも夫婦連れがいる。
普通。21 分に急行あるが、小田原までこちらの方が早いとのこと
橋口君はもう来ていた。8:35 発。
早川渓谷の紅葉はこれからのようだ。
晴れてきた。箱根、芦ノ湖方面の眺望よし。
ガスが出てきて、富士山はおろか箱根の街も見えない。
猪の鼻砦ともいうらしい。いつもは、ここから夕日の滝へ。今回は、足柄万葉公園方面
へとる。
ここで、ファミリーハイキングコースに分岐し、夕日の滝方面に下りることにする。
なかなか良いコースであった。谷を挟んだ左の尾根は植林したばかり。キノコがとれる

15:00 夕日の滝
15:15
15:35 地蔵堂

のか数人の人が急な斜面にはりついていた。落ち葉と雑木の気持ちの良いコース。
ここで、結構な雨になる。雨具装着。忘れてきた橋口君に傘とビニール袋を貸す。
バスがいたが、満杯で見送る。ＳＧＴＳの時のどうしようもない彼（名前忘れた）が、
二人連れでいた。相棒は親父にしては若い。

16:00 バス発

金時山に遅めの紅葉狩り
紅葉のシーズンに箱根外輪山の金時山と明神ヶ岳に交互に行き始めて
今年で７年目です。今年は少し出遅れましたが、この２０日に連れ合い、
かっての草の根ネット時代の山歩き仲間の３人で金時山に行って参りま
した。
小田原からバスで仙石に出て、金時山登山口から矢倉沢峠を経由、金
時山へというポピュラーなコースです。下りは、足柄峠方面の途中から
ファミリーハイキングコースに分岐して夕日の滝に出ました。ここから
は、地蔵堂でバスに乗ると関本経由で新松田に戻れます。以前は、下山
後の温泉を楽しみに、新松田方面から山越えをして箱根に出る逆コース
を歩いていましたが、いつぞや箱根に下りてから凄い渋滞に遭遇しまし
た。バスは来ない、タクシーには乗車拒否され、ふーふー言いながら箱
根登山鉄道の強羅駅まで歩いていったらロープ規制がされてるはで、散々
な目にあったものですから、それ以来逆コースをとっています。
とりあえず、紅葉の状況ですが、流石に山の上は最盛期をすぎていま
した。ただし、１号線沿いの早川渓谷はこれからといった感じです。温
泉がてらの紅葉見物には、１週間後くらいが良さそうです。
さて、登りの間は思ったより人が少なく、もう時期はずれになったの
かなと思いましたが、なんのなんの山頂は人、人の状態で、食事の場所
をうろうろと探してしまいました。そういや、小田原のバス停で集合し
たと思われる６０人の集団がバス臨時便を出してくれと交渉してました。
結構、融通がきくもので、切符売りのおばさんがテキパキと無線で本部
に交渉してチャータできたようです。彼等も金時を目指すようでしたね。
それにしても、無計画も極まった団体さんです(^_^)。
それはともかく、登る途中に青空もひろがり、これならという期待も
ありましたが、山頂はガスにつつまれてしまい、富士山はおろか眼下の
箱根も見えない全くの無展望の状態となってしまいました。この６年間
の箱根紅葉狩りの記録を見ると富士山が見えなかったのは、今回をいれ
て、たったの２回です。どうも今年に入ってから、山頂からの展望に恵
まれません。１月から今回までに展望が得られた確率は１５％くらいの
ようです(;_;)。
山頂から足柄峠に下る道は、来るたびに整備されていくようです。か
なりの急斜面ですが、金属の階段が随所に増設されていっています。雨
とか雪ですと滑りやすそうですが、手すりもついていまして快適です。
この急斜面を４０分くらいも下ると丸鉢山（猪の鼻砦）の広場に出ます。
ここからの富士山の眺望もなかなかのものですが、今回は全く裾野も見
えません。まさか木花之開耶姫がベールをまとう、あちらの宗旨に変わっ
たとも思いませんが、もう２・３ヶ月も姿を見せてもらえません(;_;)。
話はかわって、もう数年前の事です。この箱根外輪山の紅葉狩りで、
素晴らしい経験をしています。明神ヶ岳から最乗寺／道了尊に下りる途
中の尾根での出来事です。谷を挟み向こう側の山麗をなにげなく眺めて
いましたら、谷間の上空を無数の蝶のようなものが日の光をあびてキラ
キラと輝きながら舞っています。幻想的な光景に、一瞬我を忘れて見と
れました。よく見ると、数百・数千の色づいた木の葉が風で舞い上がり、
気流に乗って上下に踊りながら移動していってるんです。この葉に夕日
が当たり、キラキラと輝いていました。残念ながら、その後こういった
光景に出会った事はありません。

表題:三ツ峠
.三ツ峠
*[01* 日
付<]'94/11/23＠日付
*[02* 山
系<]富士山＠山系
*[03* コ ー ス<]三ツ峠
*[04 地図・案内<]２万五千地図 河口湖東部

るるぶハキングガイド

アルペンガイド東京周辺ワンデイハイク

［コース］ＪＲ大月＝富士急行三ツ峠－達磨石－八十八大師－富士見山荘－開雲山－富士見山荘－木無山
－天上富士見台駅－河口湖駅＝大月
交通の便も良く登山道も整備され、目の前にせまる富士山から遠く八ガ岳、南アルプスまで広がる眺望に加えて、ロッ
ククライミングの練習に使われる屏風岩に代表される高山的な岩峰と人気の高いコースである。
いくつかのコースがあるが、三ツ峠駅からの表登山道は約１時間の簡易舗装された林道を歩いて、やっと山道に入れ
る。２時間半のかなり急勾配の山道をとうってやっと山頂にいたる。途中、ロッククライミングの練習をしている屏風岩
がる。その手前に左に富士山、正面に双子のそそりたつ峰（御巣鷹山、開雲山）の豪快な眺めあり。山頂まぎわの鞍部に
ある山小屋をとうりすぎて約１０分で１７８６ｍの開雲山山頂。ＮＨＫの中継所が無粋であるが、北八ツ、南アから富士
山、箱根と３６０度のパノラマが得られる。山小屋に戻り、なだらかな尾根をたどると草原状の木無山。お花畑の標識が
あり、夏にはいいらしい。ここからロープウエまではなだらかな、えらく長い尾根歩きとなる。
（’９４／１１／２３ 水） 曇っているが、次第に良くなるとの事。N 顧問夫妻、村山さんと小４の３男、
我等夫婦。
5:30 起床
6:00 竹山
長女に送ってもらう
6:13 鴨居
村山さん親子はもう来ていた。N さん、ぎりぎりにかけ込んでくる。三ツ峠まで一九五〇円。
八王子
甲府・河口湖の直通列車。
8:25 三ツ峠駅
快晴。富士山がくっきり。下まで被った雪が凍結しているのかテラテラ輝いている。
8:27 出発
9:00 マス釣り場
9:37 達磨石
休憩
11:30 八十八大師 途中、何回か小休憩。昨年が、二時間半弱、今回は約３時間。
12:23 富士見荘
ザックを置いて山頂へ。富士山の八合目くらいまで雲を被る。南アは間ノ岳らしい頭が見える
かなと言った感じで雲の中。八ガ岳も阿弥陀かなという左端のピークが見えるくらいで雲の中。
12:35 山頂
13:00 四季楽園
前の机で食事。N さんは、カップ麺。他にもパンからサラダいろいろ。村山さんは大きなカップ
ラーメン。
ここで、N さんのザックからワインが！！。今日は結婚記念日との事。いやあ素晴らしい。
それにしてもワインはうまかった。
14:00 下山
ガスが急激に出てくる。寒くなってきた。そういや、ロックのゲレンデでは氷柱があったもん
な。氷柱かじってみたら意外とうまかった。
15:05 高圧鉄塔
小休憩。雪、アラレかな、降ってくる
16:05 天上山ロープウェ ひえーっ。単独の時より早いや！！
16:35 河口湖駅
もう高尾直通の電車が待っていた。鴨居まで二三七〇円。
16:45 電車発車
大月でいったん下車し、ホームで煙草を楽しむ。ぶらぶらと先頭車両の方に歩いて行ったら、
甲府からの列車と連結していて座れるではないか。ラッキー。それに静かだし、アルコール臭
もしない。
紀行文
３度目の正直、N さん夫妻との山歩き
初秋に予定していた N 先輩ご夫妻との合同山行き－－端牆山、続い
ての大岳山と悪天候のために流れましたが、１１／２３に三ッ峠山にやっ
と行くことが出来ました(^_^)。パソコン通信の仲間と小４の息子さんに
我等夫婦を加えての５人組であります。
ところで、三ッ峠山はかっての山歩きのメッカみたいなところですか
ら、年輩の方（？）はよくご存じだと思います。河口湖の北側、御坂山

塊の東端にあり、御巣鷹山、開運山、木無山のみっつのピークを総称す
るミッツドッケがなまってつけられた名称と言われているようです。１
７８５ｍの開運山（三ッ峠山）が最高峰となります。
中央線の笹子駅から清八峠経由で南進するコース、河口湖からバスで
登山口まで行き、母の白滝経由で北東に登るコース、富士急線の三ツ峠
駅から八十八大師とロッククライミングのゲレンデである屏風岩を経由
して北西に進むコースがあります。今回は、最後の表登山道から登りま
した。標準タイムで１時間の林道歩き、３時間の急勾配の登りという結
構きついコースです。下りは、これまた標準タイム２時間２５分という
長い尾根をたどり、河口湖湖畔の天上山ロープウエーまで下りました。
山歩きが初めてという方とご一緒しますと、歩き通してもらえるかな
という心配があります。今回のように山慣れた方達とパーティを組ませ
ていただくと、逆に自分がついて行けるかなという不安があります。ま
あ、暫くすると、お互いに感じがわかってきまして、なんとかなるもの
です。
小４の息子さんは、大好きなラーメンを山頂で作ってくれるというご
褒美をつけて引っ張り出したとの事でしたが、親父さんがかっては岩と
雪を専門とする本格山ヤさんであっただけあって、我々の歩調に文句を
言うどころか、牽引者となってくれました。山歩きでつとに有名な N
さんの奥様は、おそらく一番重い荷物を背負っておられたのではないか
と思います。このメンバーで、なんと登りは標準タイムの４時間をクリ
ヤ、下りにいたっては２時間に短縮してしまいました。おそらく４時半
のロープウェ最終時刻に間に合わず、暗い山道を歩くであろうと覚悟し
ていましたが、悠々間にあってしまいました＼(^_^)／。
さて、紅葉の状況です。河口湖の周辺は真っ赤に燃え上がったモミジ
が見事でしたが、流石に１１月も２３日と遅いため、中腹から山頂にか
けては、もう落葉していました。
天候も、自称「晴れ男」の N さんがいたおかげか、富士急線の車窓
からは、晴れ渡った青空に真っ白く浮かび上がる富士山の全貌を眺めら
れました。今年は他称（デスヨ）
「雨男」となってしまった私が、こん
なくっきりとした富士山を見たのは、殆ど１年ぶりです(^_^)。山頂に到
着する１２時半には、富士山の山頂が雲をかぶり、遠く南アルプスから
八ガ岳は雲につつまれてしまいましたが、間ノ岳らしいピークが少し頭
を出しています。食事を始めたところで、次第にガスが出てきはじめま
したが、まあまあの天気であったと思います。
我等夫婦は相変わらずの握り飯とゆで卵ですが、N さんにパソコン
通信仲間の親子は、暖かいラーメンです。ガスが出てきて急激に寒くなっ
たなかでの食事だったものですから、うらやましい。もう氷柱が成長し、
そこかしこに霜柱がある山頂なものですから、おそらく気温は数度に下
がっていたものと思います。ガスの湧き出しとともに風も出てきました
から、体感温度は零下の感じです。
ここで、驚いたことに N さんのザックから出てきました、ワインで
す。オシャレですねえ。見事ですねえ。いやあ、もう脱帽です。なんと、
当日は N さんご夫妻の結婚記念日だそうです。三ツ峠山頂でワインを
かかげて、お祝いの乾杯です。
山頂で１時間もいたでしょうか。流石に寒くなってきました。ロープ
ウェの時間も気になります。見晴らしの無くなったなか、木無山を通る
長い尾根を下りました。途中で、雪が降ってきましたが、途中の休憩を
少なくしたこともあり、余裕をもって天上山のロープウェ駅に到着しま
した。河口湖駅での電車も待ち時間無しの中央線直通に乗れましたし、
実に良い山歩きをできました。
---------------三ッ峠山散策
１１月になって４回目の山遊びに出かけました。職場の先輩ご夫妻、
草の根パソ通の仲間にその息子さん（小４）
、我が連れ合いの５人組で
あります。

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
日 程：１１月２３日（木）
山 域：富士山周辺
山 名：三ッ峠山
ルート：中央線八王子＝＝＝＝富士急線三ツ峠－－達磨石－－八十八大師
6:56（三ツ峠カワグチ号）8:21 8:30
9:40
11:30
－－山頂－－－天上山ロープウェ駅－－富士急線河口湖
12:30-14:00
16:05
16:45
天 候：晴れ。夕方、山では雪。
メンバ：職場の先輩夫妻、パソ通仲間とその息子さん、我等夫婦
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
三ッ峠山はかっての山歩きのメッカみたいなところですから、年輩の
方（？）はよくご存じのように、河口湖の北側、御坂山塊の東端にあり、
御巣鷹山、開運山、木無山のみっつのピークを総称するミッツドッケが
なまってつけられた名称と言われているようです。１７８５ｍの開運山
（三ッ峠山）が最高峰となります。中央線の笹子駅から清八峠経由で南
進するコース、河口湖からバスで登山口まで行き、母の白滝経由で北東
に登るコース、富士急線の三ツ峠駅から八十八大師とロッククライミン
グのゲレンデである屏風岩を経由して北西に進むコースがあります。
今回は、最後の表登山道から登りました。標準タイムで１時間の林道
歩き、３時間の登りという小学生には結構きついコースです。下りは、
これまた標準タイム２時間２５分という長い尾根をたどり、河口湖湖畔
の天上山ロープウエーまで下りました。
小４の息子さんは、大好きなラーメンを山頂で作ってくれるというご
褒美をつけて引っ張り出したとの事でしたが、我々の歩調に文句を言う
どころか、牽引者となってくれました。なんと登りは標準タイムの４時
間をクリヤ、下りにいたっては２時間に短縮してしまいました。おそら
く４時半のロープウェ最終時刻に間に合わず、暗い山道を歩くであろう
と覚悟していましたが、悠々間にあってしまいました＼(^_^)／。
さて、紅葉の状況です。河口湖の周辺は真っ赤に燃え上がったモミジ
が見事でしたが、流石に１１月も２３日と遅いため、中腹から山頂にか
けては、もう落葉していました。天候も予報と違って、富士急線の車窓
からは晴れ渡った青空に真っ白く浮かび上がる富士山の全貌を眺められ
ました。今年になって展望についていない私ですが、こんなくっきりと
した富士山を見たのは、殆ど１年ぶりです(^_^)。
山頂に到着した１２時半には、富士山の山頂が雲をかぶり、遠く南ア
ルプスから八ガ岳は雲につつまれてしまいましたが、間ノ岳らしいピー
クが少し頭を出していました。食事を始めたところで、次第にガスが出
てきはじめましたが、まあまあの天気であったと思います。ここで、驚
いたことに先輩ご夫妻のザックからワインが出てきました。なんと、当
日はご夫妻の結婚記念日だそうです。三ツ峠山頂でワインでお祝いの乾
杯です。ウマカッタ(^_^)。
屏風岩では氷柱ができていましたし、ガスととも風も出てきため、体
感温度は零下の感じで流石に寒くなってきました。ロープウェの時間も
気になり、１時間ほど切り上げ木無山を通る長い尾根を下りました。途
中で雪が降ってきましたが、途中の休憩を少なくしたこともあり、余裕
をもって天上山のロープウェ駅に到着しました。河口湖駅での電車も待
ち時間無しの中央線直通に乗れましたし、実に良い山歩きをできました。
ＣＡＢ１００５７ ＯＳＫ

表題:本社ガ丸
.本社ガ丸

*[01*
*[02*
*[03*
*[04

日
付<]'94/12/04＠日付
山
系<]富士山周辺、御坂山塊＠山系
コ ー ス<]本社ガ丸
地図・案内<]

［コース］ＪＲ笹子－追分－東山梨変電所－清八峠入口－清八峠－本社ガ丸－ヤグラ跡－宝越え
－林道終点ー笹子
本社ガ丸から鶴ガ鳥屋丸は、まだ訪れる人が少ない山域である。標識、テープ目印は非常に少ないが、登山道は明瞭。
林道工事が進み、入口に到達するまでが多少混乱するが、そのあたりには三ツ峠への標識がしっかりしている。山頂は狭
いが展望は抜群。また、本社ガ丸から鶴ガ鳥屋丸への尾根は雑木の広々とした草尾根で快適。
（’９４／１２／０４ 日） 快晴。
6:13 竹山
始発バス。穏やかで暖かい感じ。
6:24 鴨居
１４２０円。八王子手前で車窓から富士山がくっきり。
7:03 八王子
なんと、即座に発車
7:27 高尾
小淵沢行き。7:13 待ち無しだが、これは大月行き。
8:30 笹子
やたら駅停車時間の長い列車であった。相模湖から乗ってきたおばさんと会話。地図置いてきたと
いう事で、同行したそうな雰囲気。えらく馴れ馴れしい人だ。困難なコースらしいことを強調する。
8:35 出発
こちらも初コースであり、引き返すこと、ビバークも覚悟しているし、同行はたまらないので大急
ぎで出発。
8:50 笹子鉱泉
湯治場所という感じの小さな宿。神経痛、痔に効くそうだ。
8:55 追分け分岐 左折するとまっすぐ登っていく新道の建設中。農作業中の人に聞き、Ｕターンする感じの旧道に入る。
9:30 右上に変電所
9:37 東山梨
あちこちに新道が建設されているが、標識に併せて林道を登る。途中、リーフダンスの小型版が
あって、写真。多分駄目だろ。
10:05 登山口
変電所前の地図に併せて歩く。変電所の横を登っていき、橋を渡り、すぐ未舗装の林道に左折。
沢沿いに登り、沢を横切ると登山口の標識あるところへ出る。1035m。
10:15
少し葉を残したカラマツ林の中を急登する。
11:20 清八峠
前を３人の女性が行ったと林道工事の人が言っていたが、ついに誰にも会わず。
北斜面のせいで、完全に冬だ。こちこちになっている。草に霧氷の固まりみたいなのが付着。
まるでカマキリの卵みたい。
峠は、強い風さえ避けるとぽかぽかと暖かい。
11:30 出発
ふたつほど、小さな岩のピークをこえる。歩きながら食事にする。
展望よし。
12:00 山頂
前のピークのところで人の声がすると思ったら２０人を越える集団がいた。写真を撮るだの何だ
の五月蝿くて辟易。おまけに狭い山頂なもので、あちらこちらへと追いやられた。全く、我が物
顔の振る舞いで不快。
山頂からの展望は抜群。端牆山、金峰山を初めて同定できた。八ガ岳は山頂部に雲が懸かった
状態。南アは荒川３山、農鳥、間ノ岳、北岳そしておそらく甲斐駒ヶ岳。大菩薩から雁腹も。
12:25 下山
五月蝿い人達が峠の方へおりていって、ほっとしたが、これからの時間が心配で早めに下りる。
モミ？、カヤトの広い気持ちの良い尾根。ここで、ゆっくりと食事もよさそう。
13:10 高圧線
広々とした草原で気持ちがいい。
13:30 小ピーク 13:32 1395m ピーク（1377m らしい）角研山の手書き標識
13:38 1375m 小ピーク 南東方面に下る道を選ぶ
13:44 1360m 小ピーク 13:47 1355m 小ピーク 北東へ急降下 ここでふたりのオジサンに会った。
13:50 ヤグラ
もう廃棄されたもので、いつまであるものやら。
13:55 標識
本社が丸に入って初めての標識。宝越えというらしい。ここで、おばさん３人組みに会う。山頂
の五月蝿いのを避けていたという事だから同じ頃に山頂だったようだ。
14:19 林道横切る いやあ、おばさん達の足の速いこと。
14:42 沢に出た
15:05 林道終点到着 どうにも歩きにくい急さかを下ると林道。途中、猟犬に吠えつかれた。用心して杖を出した
ためのようだ。
15:25 笹子
15:32 電車
16:50 八王子
17:30 鴨居

紀行文
久し振りに初めてのコースに出かけました。

このところ忙しくて（ホントですよ）
、新しいコースを計画する時間が
とれない状態が続いていました。それでも、山に行かないよりはマシと馴
染みの山を彷徨してましたが，この週末になんとか時間の隙間を見付けら
れました(無理矢理かな(^_^;))。
というわけで、この１２月４日には前から狙っていた本社ガ丸に出かけ
る事ができました＼(^_^)／。
やはり初めてのコースは良いですね。低山とはいえ、初めてのコースは
緊張します。この緊張感がまた心地よかったりします(マゾ？？（^_^)。
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
日 程：１２月４日（木）
山 域：富士山周辺、御坂山塊
山 名：本社ガ丸 1630.8m
ルート：中央線八王子＝＝高尾＝＝笹子－－追分－－東山梨変電所
7:03
7:27
8:30
8:55
9:37
＜－－林道歩き－－＞
－－登山口－－清八峠－－本社ガ丸山頂－－高圧線鉄柱
10:05
11:20
12:00－12:25
13:10
－－５個の小ピーク越え－－廃棄ヤグラ－－宝越え
13:50
13:55
－－林道終点－－笹子
15:05
15:25
天 候：快晴
メンバ：単独
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
１２月３日にＪＲのダイヤ改正（と、ＪＲは言っているようです。
部外者の私は単なる改定じゃないかと思っています）があったため、
特急以外は高尾始発になったようです。そのせいだけでは、ないでしょ
うが、待ち時間も入れると高尾から笹子駅まで１時間半もかかります。
それにしても素晴らしい快晴でしたね。風も強く、寒さが身にしみ
ますが、いやがうえにも展望に期待をいだかせてくれる天候です。
大月まで大勢いたハイカーも殆ど下車したらしく、笹子で下車した
のは、私と相模湖から乗ってきた地元の女性ハイカーの二人だけです。
滝子山に行く彼女と駅で別れてからは、山頂まで私ひとりの静かな、
若干寂しい山歩きとなりました。
このコース、ガイドブックによると歩行時間７時間４０分と冬場の
日帰りにしては、少々長めです。下山コースのルートファインディン
グに不安もあるため、休憩時間の短縮に加えて歩きながらの食事と、
あまり褒められないガツガツ歩きをしてしまいました。山とじっくり
と対話をするためには、もう一度訪問しなくっちゃと思っています。
さて、笹子駅から東山梨変電所までは国道２０号線と舗装林道を約
１時間歩かざるを得ません。この舗装林道ですが、リニアモーターカー
の工事の関係なんでしょうか、あちこちに新道ができています。もう
地図は役に立たず、標識が頼りです。登山口入口までの標識は完備し
ていますし、工事関係の方が結構おられますので、道に迷う心配はな
さそうです。ただし、登山道に入ってから、特に鶴ガ鳥屋山方面への
下山道には、標識が殆どありません。赤テープも意外と少ないですが、
明瞭な登山道が続いていますので、これも迷う心配はあまりなさそう
です。そういや、鶴ガ鳥屋山方面への登山道から北に分岐する途中に、
「登山道」という笑ってしまう標識がありました。別に分岐もない１
本道なんですよね。
快晴に加えて風も強いため、展望は抜群でした。南アルプスは、荒
川三山、白峰三山、鳳凰三山と、甲斐駒ガ岳に鋸山（多分(^_^;)）、
ちょこっと頭を見せている仙丈ガ岳（これまた多分）と大パノラマで
した。残念ながら八ガ岳は山頂部に雲がかかっていましたが、手前の
茅ヶ岳、更に北の方には端牆山、金峰山、更に東寄りには大菩薩、雁

ガ腹摺山と素晴らしい眺望を楽しめました。
山頂を鶴ガ鳥屋山方面に少し下ると、小広い平坦な尾根になります。
ぶなを中心とした林になっていて、日があたるとぽかぽかと気持ちの
良さそうな場所です。次に来たときは、ここでゆっくりと休憩したい
ものです。なお、この稜線には標識が全く無かったように思います。
いつ、北の方に分岐して下りれば良いのか不安になってきます。地図
に記載されたヤグラを目標に歩きましたが、これが近くに行くまで見
えませんしね。なんとか我慢して、ヤグラにたどり着いて、更に数分
行けば、この稜線で初めての分岐標識があり、ほっとします。
山頂の話に戻りますが、たいへん狭いです。たまたま、逆コースを
登ってきた２０以上の集団に遭遇してしまい、この人達が山頂を占拠
していたものですから、身の置き所に困ってしまいました。彼等が写
真を写すからといっては、あちらにこちらにと追いやられる始末です。
それにしても賑やかをとおりすぎて五月蝿い集団でした。まあ、あそ
こまで我が物顔に振る舞われると、居合わせた私が場違いで、申し訳
ないという気持ちになったりします(^_^;)。下山途中であった女性三
人組は、あまりの状態に辟易して逃げ出したとか言ってました。
まあ、山頂以外では、静寂そのものの山歩きでしたし、展望も抜群
と言うことで充実した一日でした。次は、のんびりと再訪するぞっと！！

表題:大山三峰
.大山三峰
*[01* 日
付<]'94/12/17＠日付
*[02* 山
系<]丹沢＠山系
*[03* コ ー ス<]大山三峰
*[04 地図・案内<]

［コース］小田急本厚木＝煤ガ谷（宮ガ瀬行き）－湯出川橋－物見峠分岐－山の神－北峰－三峰－不動尻
－広沢寺温泉入り口＝本厚木
大山から北方に伸びる尾根筋に連なる４～５個のピークからなる。起伏も結構あり、一部ザレたところとか鎖場,はしご
もあり変化に富んでいる。８９年の夏には滑落死亡事故があり、急峻であり経験者向きの山である旨の立て看が随所に出
ている。しかし、ハイキングガイドに出ている事もあって、毎回１，２人のあまり装備のできていない人が混じってくる。
なお、交通の便も結構良いほうだが、訪れる人はあまり多くなく、静かであった。登り口のあたりには野生の猿もいる
ようだ。狩猟期には猪のハンターもいる・・・しかし、コース整備が進み、人気コースになって人が多くなった現在は？
（’９４／１２／１７）

7:40－α 竹山
7:50 鴨居
8:10 町田
8:33 本厚木
9:00 出発

晴天、放射冷却で冷え込んだようだ。風がないぶん昨日より体感温度は高い。
ＣＡＢＩ－ＮＥＴのオフ。渡邊さん、野口君。

本厚木行きの普通
8:45 に集合できた
流石にハイカーは少ない。団体さんがいたが、飯山ハイキングコースで下車。俺達だけの貸し
切りになる。
9:32 煤ヶ谷
9:40 出発
10:32 物見分岐ベンチ 休憩
10:55 山の神
11:55 弁当岩
休憩。野口君はあいかわらず、べったりと着いてくる。離れるように指示。
12:15 第１ピーク
４人組み、夫婦１組とすれ違う
12:20 山頂
４人先客がいた。渡邊さん野口君も弁当を買ってきた。俺はカップラーメン。寒かった。
12:55 下山
13:50 沢
休憩
14:05 不動尻キャンプ場
15:10 玉翠楼
温泉１０００円。休憩無しだからか、露天のみ。良いところだが、若干ぬるい。出ると寒
16:00
くなる。裸で自販機のビール飲み始めると寒い。服を着て、露天の岩に腰を掛けて飲む。

16:20 バス停

次第に寒くなる。
16:38 バス ここへくるまでに凍えてしまった

紀行文
露天風呂付きの大山三峰
パソ通仲間に２０代の若者がいます。どういうわけか、今年から
始めた山歩きをすっかり気に入ってしまい、どこか連れて行けせが
まれました。それも、
・日帰り可能、
・変化に富み山らしい所、
・加えて温泉付き、
とまあ我侭の言いたい放題。
そんなところが、あれば・・・実は、これがあるんですね。そう
丹沢は大山三峰です。
というわけで、この１２／１７に若者ひとりとおじさんふたりの
トリオで出かけました。なお、残念ながらその若者は男性でありま
す（念のため(^_^)）
。
本厚木からバスで３０分で登山口と至便であり、歩行時間も５時
間弱と手頃ですし、崖、鎖、梯子と変化もあるため、人気のコース
になっています。入門用のハイキングガイドのにも必ず掲載されて
いるため、山歩き初めてといった超初心者が装備不十分、心構えは
もちろん地図も持たずに来てしまう例も多いようです。例年、事故
がありまして、登山口には大きな看板が出ています「この山は急峻
で・・・経験者向き・・装備のある・・うんぬん」といった趣旨の
内容です。
今回は、流石に 12 月もなかばですから、春、秋と違って人出も激
減し、静寂をとりもどしていました。週半ばに東京・横浜で降った
雨も、こちらには関係なかったのか、雪も無くカラカラに乾燥して
いました。念のためにと持っていった３人分の軽アイゼンも無用と
なりました。
帰りは広沢寺温泉の露天風呂に入りました。入浴料１０００円也。
ビール付きにすると一挙に２５００円という事で、自販機の５００ｍｌ
で６００円を調達しました(^_^)。休憩料もけちり、風呂場の岩に腰
掛けての乾杯です。もちろん服を着てからですよ。でも、次第に冷
えてきて寒かった。鉱泉のため湯温も低いですしね。

表題:杓子山～鹿留山
.杓子山～鹿留山
*[01* 日
付<]'94/12/24＠日付
*[02* 山
系<]富士＠山系
*[03* コ ー ス<]杓子山～鹿留山
*[04 地図・案内<] 富士吉田、御正体山
［コース］富士急行・下吉田－鳥居地峠分岐－不動の湯－太権道峠－杓子山－鹿留山分岐－鹿留山－鹿留山分岐－
立ノ塚峠－内野＝富士急行・富士吉田
山中湖の北側に広がる、標高１５９７ｍの杓子山、１６３２ｍの鹿留山、１６８１ｍの御正体山、１４１３ｍの石割山
は有名。特に、御正体山は日本２００名山に選ばれている。また、石割山は富士山の景勝で特に有名。今回は、多少知名
度には劣るが、富士山の勇姿を間近に望める杓子山と古木の茂る鹿留山を結ぶミニ縦走コース。

（９４／１２／２４）快晴。山納め。

6:08
6:22
7:02
7:13
7:56
8:54

竹山発
鴨居発
八王子
高尾
大月
下吉田

9:03 タクシー
9:17 不動ノ湯
24 出発
10:21 高座山との鞍部
10:57 山頂
11:40
12:05 鹿留山分岐
12:13-25 鹿留山
12:32 分岐戻り
13:12-25 立ノ塚峠

13:40 Ｙ字分岐
13:55 Ｔ字にぶつかる
14:05 鶏舎
14:15
14:17
14:20
14:40
15:15
15:42

Ｔ字にぶつかる
再びＴ字
バス停
バス
富士吉田
発。

5:30 起床。日の出前。6:00 頃が日の出か。それ程寒くなく、おだやかな快晴のようだ
切符でもたもたしているうちに、ひとつ前の電車行ってしまった。
7:03 発。いやあ、走った。
ハイカーは激減。ピッケル持った人が多い。
8:13 発 みなさん、ピッケル組、富士山か
三人のおじさんだけ。声を掛け合ってタクシー乗合。明見タクシーを電話で呼ぶ。
７４０円ｘ３。
相変わらず工事しているし、湯治客も多そう。
ばらばらで出発。俺が最後。
駐車場横の杓子山への登山道。休まず進む。一番先に出た人は足が速くて姿も見えな
い。途中で抜いた人は、これまた遅いようで姿も見えない。この登りは結構きついよ。
先に出たオジサンと夫婦１組が先客。山の同定を聞かれていいかげんに答えた(^_^;)。
湯をわかし、ラーメンで食事。途中で、最後のオジサンも来た。 十数人が食事をし
ているところに、２匹の犬がどこ
折角だからと鹿留山へ。
ちょっと前に出た足の速いオジサンに追いつく。少し話をする。
ここから 12:53 までの間は急降下。手足をフルに使う。岩場もあってスリルあり。
急斜面を終わるとススキの原、ゆったりと気分良く歩ける。一緒に分岐まで来たオジサン
は姿も見えない。今日は忍野に泊まるらしい。そんなに急がなくてもと思うが。
二十四峠方面に少しあがって休憩。後から来たオジサンと交代。
、と内野方面の下り
分岐。お地蔵さんが祭られている。
峠から下ってきた広い林道がＹ字に分岐する。右を選ぶ。結局２年前より１時間早い。
広い林道。右に入る。
いやあ凄い。卵生産機。舗装道路を富士山に向かってひたすら直進する。
小川に氷もあるし、風もあって上より寒い。
途中、新名庄川をわたる。これを迂回する形で直進方向に進む。
これを右に行くとバス停
先に行ったおじさんと会う。バス待ち中に後になったおじさんとも会う。
１２分遅れのバス。４７０円。渋滞している。
大月で特急に連絡していた。２０分くらい待つのいやなので飛び乗る。
特急券もったいな。車掌が責の荷物どかして呼んでくれたので払う覚悟。ところが、
前にいたおじいさんが車掌にお説教はじめて、車掌は汗たらたら。結局支払わず。

内野バス 14:28 15:25 16:22 17:10,55（日祭休み） 18:25
19:17,40 20:40
本年の山納めは快晴と好展望＼(^_^)／
本年最後の山歩き、久し振りに塔の岳の夜景もいいかなと２３日、２４
日と山小屋泊まりも考えていましたが、２２日の飲み会で遅くなり、明け
て２３日は山に行く気力なし(^_^;)。
というわけで、本日（２４日）に山中湖の北側に広がる標高１５９７ｍ
の杓子山と１６３２ｍの鹿留山を縦走してきました。これが、見事な晴天
と目の前に迫ってくる富士山はもとより南アルプスから北アルプスまでバッ
チリの好展望に恵まれました。また、展望が良好なわりには暖かくて、下
着のシャツ１枚で過ごせるというオマケ付きです。
ところで、中央線も富士急行線も流石に１２月も末になるとハイカーが
激減していました。ゆったりと座れました。中にちらほらと山姿の人がい
ますが、皆さんピッケルを持った本格派です。富士山での雪上訓練でしょ
うね。こちらは、軽アイゼンくらいはザックに入れてあるといっても、い
つものハイキング・スタイルです。気後れもするし、だんだんと心細くなっ
てきます(^_^;)。
もっとも同好の士はいるもので、下吉田駅では同年輩の男性２人が一緒
に下車しまして、不動ノ湯までタクシーの乗り合いをしました。これで１
時間強の車道歩きを省けます。
不動ノ湯から林道を更に１時間程登りますが、右手にはドーンと大きく
広がる富士山、後ろを振り返ると雪を被った南アルプスの稜線と林道歩き
も苦になりません。

峠にあがると、やっと登山道の入口になります。やたら急勾配ですが、
４０分ほどで杓子山の頂上に到着できます。いやあ、これが３６０度の大
展望！！。聖岳、荒川三山、白峰三山、その奥に真っ白な頭を出している
のは木曽御岳でしょうか。双眼鏡を忘れたので、詳細はわかりませんが北
アルプスの白い稜線も見えます。八ガ岳は手前の三ッ峠山に隠れているよ
うですが、秩父方面、大菩薩嶺、丹沢山塊とじっくり楽しませてもらいま
した。
杓子山から鹿留山は、下山途中の分岐をピストンしますが、３０分くら
いで頂上に立てます。頂上が林になっているため展望はもうひとつですが、
林の中の広場といった感じで落ちつけます。暖かくて、眠りこんでしまう
ところでした。
また分岐にもどり、心地よい？冷や汗をかける岩場混じりの急斜面を３
０分程転がり落ちますと、これは本当に心地よい両側がススキの原になっ
た散策山道になります。鼻歌まじりに３０分ほど下ると立ノ塚峠に到着し
ました。ここを直進すると二十曲峠を経て石割山に行けますが、日の暮れ
るのが早い冬場には、ちょっと無理ですね。というわけで、右に折れて忍
N の内野バス停に下りました。でもって村にはいると、なんと小川に氷
がはっているし、風が冷たいじゃないですか。山の上の方が暖かかった。
なんでも、朝は－１０度、－２０度とか言ってました。
今年は展望に恵まれないなと思っていましたが、１１月になってからツ
キがまわってきたようで、今年の山納めでバッチリの成果をあげられまし
た。
---------本年最後の山歩きという事で、本日（２４日）に山中湖の北側に広がる
杓子山と鹿留山に行ってきました。
見事な晴天と目の前に迫ってくる富士山はもとより南アルプスから北ア
ルプスまでバッチリの好展望に恵まれました。また、展望が良好なわりに
は暖かくて、下着のシャツ１枚で過ごせるというオマケ付きです＼(^_^)／。
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
日 程：１２月２４日（土）
山 域：富士山周辺
山 名：杓子山１５９７ｍ、鹿留山１６３２ｍ
ルート：中央線八王子＝＝高尾＝＝大月＝＝下吉田＝ﾀｸｼ＝不動ノ湯
7:03
7:13 7:56 8:13 8:53 (2520 円) 9:17
－－登山口－－杓子山－－鹿留山分岐－－鹿留山－－分岐
10:21 10:57-11:40
12:05
12:13-12:25 12:32
－－立野塚峠－－内野バス停＝＝富士吉田＝＝大月＝＝八王子
13:12
14:20
天 候：快晴
メンバ：単独
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
中央線も富士急行線も流石に１２月も末になるとハイカーも激減するよ
うですね。ゆったりと座れました。中にちらほらと山姿の人がいますが、
皆さんピッケルを持った本格派です。富士山での雪上訓練でしょうか。
下吉田駅では同年輩の男性２人が一緒に下車したものですから、声をか
けあって、不動ノ湯までタクシーの乗り合いをしました。これで１時間強
の車道歩きを省けました。
不動ノ湯からは林道を更に１時間程登りますが、右手にはドーンと大き
く広がる富士山、後ろを振り返ると雪を被った南アルプスの稜線と林道歩
きも苦になりません。
峠にあがると、やっと登山道の入口になります。やたら急勾配ですが、
４０分ほどで杓子山の頂上に到着できました。いやあ、これが凄い。なん
たって３６０度の大展望です！！。聖岳、荒川三山、白峰三山、その奥に
真っ白な頭を出しているのは木曽御岳でしょうか。双眼鏡を忘れたので、

詳細はわかりませんが北アルプスの白い稜線も見えます。八ガ岳は残念な
がら手前の三ッ峠山に隠れているようですが、秩父方面、大菩薩嶺、丹沢
山塊とじっくり楽しませてもらいました。
杓子山から鹿留山は、下山途中の分岐をピストンしますが、３０分くら
いで頂上に立てます。頂上が林になっているため展望はもうひとつですが、
林の中の広場といった感じで落ちつけます。暖かくて、眠りこんでしまう
ところでした。
また分岐にもどり、心地よい？冷や汗をかける岩場混じりの急斜面を３
０分程転がり落ちますと、これは本当に心地よい両側がススキの原になっ
た散策山道になります。鼻歌まじりに３０分ほど下ると立ノ塚峠に到着し
ました。ここを直進すると二十曲峠を経て石割山に行けますが、日の暮れ
るのが早い冬場には、ちょっと無理ですね。というわけで、右に折れて忍
N の内野バス停に下りました。でもって村にはいると、なんと小川に氷
がはっているし、風が冷たいじゃないですか。山の上の方が暖かかった。
なんでも、朝は－１０度、－２０度とか言ってました。
今年は展望に恵まれないなと思っていましたが、１１月になってからツ
キがまわってきたようです。今年の山納めでバッチリの成果をあげられま
した。
付録です

内野バス停時刻表
１４：２８
１５：２５
１６：２２
１７：１０
１７：５５（日曜、祭日は休み）
１８：２５
１９：１７
１９：４０
２０：４０
渋滞が激しいようで、１４：２８のバスは２０分遅れて到着
しました。
HBA01110、横浜のＯＳＫ

--------つきまくりの山納め＼(^_^)／
本年最後の山歩きという事で、２４日に山中湖の北側に広がる杓子山と
鹿留山に行ってきました。
見事な晴天と目の前に迫ってくる富士山はもとより南アルプスから北ア
ルプスまでバッチリの好展望に恵まれました。また、展望が良好なわりに
は暖かくて、下着のシャツ１枚で過ごせるという快適なぽかぽか陽気でし
た。さらには、帰りの中央線特急券が無料というオマケ付きです＼(^_^)／。
ところで、いつもはハイカーで溢れている中央線と富士急行線も流石に
１２月も末になると激減しますね。ゆったりと座れました。中にちらほら
と山姿の人がいますが、皆さんピッケルを持った本格派です。軽アイゼン
をザックに忍ばせているとはいえ、こちとら相変わらずのハイキングスタ
イル。なんか心細くなります。
でもまあ同好の士はいるもので、下吉田駅に降り立った中年男性が３人、
声をかけあって、不動ノ湯までタクシーの乗り合いをしました。これで１
時間強の車道歩きを省けました。
不動ノ湯からは林道を更に１時間程登りますが、右手にはドーンと大き
く広がる富士山、後ろを振り返ると雪を被った南アルプスの稜線と林道歩
きも苦になりません。
峠にあがると、やっと登山道の入口になります。やたら急勾配ですが、
４０分ほどで杓子山の頂上に到着できました。いやあ、これが凄い。なん
たって３６０度の大展望です！！。聖岳、荒川三山、白峰三山、その奥に
真っ白な頭を出しているのは木曽御岳でしょうか。双眼鏡を忘れたので、
詳細はわかりませんが北アルプスの白い稜線も見えます。八ガ岳は残念な

がら手前の三ッ峠山に隠れているようですが、秩父方面、大菩薩嶺、丹沢
山塊とじっくり楽しませてもらいました。
杓子山から鹿留山は、下山途中の分岐をピストンします。頂上は林になっ
ているため、展望はもうひとつですが、林の中の広場といった感じで落ち
つけます。暖かくて、眠りこんでしまうところでした。
また分岐にもどり、心地よい？冷や汗をかける岩場混じりの急斜面を３
０分程転がり落ちますが、この後は本当に心地よい両側がススキ原になっ
た散策山道になります。鼻歌まじりの３０分ほどで立ノ塚峠に到着しまし
た。ここを直進すると二十曲峠を経て石割山に行けますが、日の暮れるの
が早い冬場には、ちょっと無理ですね。というわけで、右に折れて忍 N
の内野バス停に下りました。でもって村にはいると、なんと小川に氷がはっ
ているし、風がやたらと冷たいじゃないですか。山の上の方が暖かかった。
なんでも、朝は－１０度、－２０度とか言ってました。
さて、１時間に１本のバスも１０分ちょっとの待ち時間で乗れましたし、
富士急行線で到着した大月では、さあ乗って下さいとばかりに特急列車が
目の前にすべりこんできました。
ついついフラフラっと飛び乗ってしまいますよねえ。しまった、可哀想
な小遣いが・・と思っていると、車掌さんが荷物をどかせ席をあけて呼ん
でくれているじゃないですか。覚悟を決めてありがたく座らせて頂きまし
た。
すると、前にいた７０歳くらいの男性がなにやら怒りだして、車掌さん
にお説教を始めました。
「検札に入ってきたとき、君は敬礼しただけだろ
う。きちんと挨拶すべきだ。どこの車掌区だ」といった趣旨のことを延々
やっています。気の毒に、車掌さん赤くなって汗を流しながら平身低頭、
やっと解放されたら私を見向きもせず次の車両へ逃げ出しました。
私としては、もちろん当然の対価は支払いたい、でも追っかけていくに
は足が疲れています。これは、もう運命と思って諦めるしかないと覚悟を
決めたのであります。

表題:大山
.大山
*[01*
*[02*
*[03*
*[04

日
付<]'95/01/04＠日付
山
系<]丹沢＠山系
コ ー ス<]大山
地図・案内<]

［コース］ 小田急秦野＝ヤビツ峠－大山頂上－見晴台－日向薬師－七沢温泉
約 1200 年前、良弁大僧正によって開山。別名 阿夫利山または雨降山。標高 1252ｍ，表登山道のケーブルを利用して
も、ヤビツ峠からでも、標高差 約 500ｍの登り。高尾の様に公園化していないが、指導標もしっかりしており、道もまあ
まあ整備されている。表登山道、ヤビツ峠、日向薬師、広沢 寺とコースがある。交通の便が良い表コースは、信仰登山
のお年寄りから家族ハイクの幼児づれまで、天候，季節によらず結構の人出。
（’９５／０１／０４水）本格的な雨だが出かける。流石にヤビツ経由はやめる。連れ合いは中止。
10:03
10:16
10:36
10:39
11:07
11:20
11:40
11:45
12:00
12:24
13:38
13:48

竹山
やけに雨脚が強くなってきたような気がするが、とりあえず下社まで行こう。
鴨居
軽いイキングスタイルの小父さんがいた!!
町田
それなりに電車待ちの人がいるが、ハイキングスタイルは皆無。大山の混雑は?
町田発
やけに空いていて座れる。
・・・時間も遅いしね。
伊勢原バス停 いつもは列がずらっと出来るはずだが、屋根の下の収まる程度の人。
バス発
さすがに空席がある。依然として雨のおさまる気配なし。ハイカースタイルは俺だけだ。270 円
大山駅
出発
ケーブル
720 円。ここでも待っていた全員が乗れる。ついにハイカーはいない。
出発
お参り、古いお札を納めた後、新しく論田の分とふたつ受ける。横でフル装備の身支度。
ヤビツ分岐
下山してくる人が３人いた。
山頂
誰もいない。社も閉じている。身仕舞いに時間がかかる。風が強くなり、なんとなく心細い。

やっとコ一ヒー
下山
風強い。ガスも出てるし、薄暗く、遭難者の写真まであったりして、さすがに心細い。
下の茶屋
休憩
ケーブル到着
かんき楼
いのしし小鍋 1500 円とビール大 670 円うまかった。もっとも猪と豚は同じような味だが。雨に
濡れた後始末にはちょう良かつた。
16:11 バス停
ガラ空きのバスが待っていた。ザウルスで夢中になって入力しているうちに身体を冷やしてし
まった。ついに、帰って風呂にはいるまで冷えたまま
14:00
14:08
14:45
15:09
15:54

紀行文
＝＝雨の大山初詣＝＝
この 4 日ですが、1 月の上旬にしては珍しく雨の１日となりましたね。
とても山歩きをするような天候ではありませんが、昨年の１２月２４日
から山にご無沙汰しており、ムズムズします。昨日、夜行バスで故郷か
らとんぼ返りしたばかりですが、どうも気持ちが収まりません。でもっ
て、家人には「初詣であるぞよ」と納得させて大山に出かけました,
流石に蓑毛からヤビツ峠経由で行く元気はなく、往復とも伊勢原から
ケーブルを利用する事にして、横浜の自宅を１０時と遅めに出発しまし
た。
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
日 程：１月４日（水）
山 域：丹沢
山 名：大山
ルート：小田急伊勢原＝＝ケーブル駅＝＝下社＝＝山頂＝＝下社
11:20
12:00
13:48 15:09
天 候：雨
メンバ：単独
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
例年の１月４日、５日ですと、伊勢原のバス停は着飾った大勢の参拝
者で溢れていますが、この雨ではがら空きの状態です。また、恐怖の行
列となるケーブル駅も、これまた乗客がまばらで待ち時間無し(^_^)。
下社で参拝を済ませ、新しいお札を受けた後、上下の雨具にスパッツ
のフル装備をしまして、登りの開始です。なんか、雨がよけいに酷くなっ
たみたい(^_^;)。表参道にはお茶屋が２軒ありますが、どちらも閉まっ
ていました。物好きな方はいらっしゃるもので、お茶屋の付近で下山し
てくる３人に会いました。もっとも、これでおしまい。その後は、遂に
誰にも会いませんでした。山頂の奥の院は閉じていましたし、社務所に
も人の気配がなかったようですから、この時点で大山には私ひとりだっ
たのではないでしょうか。
山頂でポツンと座っていましたが、次第に風も強くなり雨足も激しく
なってきました。流石に心細くなりますね(^_^)。
同じコースを下山し、ケーブルを利用いたしました。実は、食事をし
ていなかったので、ケーブルを下りた近くの店「かんき楼」という所に
入りました。実は、行きに目をつけてあったわけです。ひとり用のしし
鍋が一番安かった。というわけで、スパッツ、雨具の後始末を兼ねて、
おいしい「しし鍋」とビールで乾杯してきました。
HBA01110、横浜のＯＳＫ
ＰＳ ８日の鍋割山オフ楽しみにしています。よろしくお願いします

表題:鍋割山（寄）
.鍋割山（寄）

*[01*
*[02*
*[03*
*[04

日
付<]'95/01/08＠日付
山
系<]丹沢＠山系
コ ー ス<]鍋割山（寄）
地図・案内<]２万五千地図 秦野、大山

アルペンガイド 東京周辺ワンデイ・ハイク

［コース］小田急新松田＝寄－鍋割峠
鍋割峠－鍋割山－後沢乗越－大倉

（’９５・０１・０８） ニフティの山オフに参加。昨日まで風邪のあおりで寝ていたが、無理矢理出かける。
7:13 竹山
7:23 鴨居
7:43 一 46
8:22 秦野
8:39 夕クシ
8:57 みんなの森
9:03 出発
10:14 寄コシバ沢
10:33 沢終点
11:08 鍋割峠
11:34 山頂
13:57 下山
14:30 後沢乗越
15:07 二般
16:10 バス停

快晴,暖いらしい。風邪良くなるか?
今日はさすがに中高年ハイカーもちらほら。
町田
連れ合いは下車。となりで鼻歌おじさんもおりていった。
どうも仲間をつかまえそこねた。
3480 円
外人さんアベックと途中で別れる。
静寂、聞こえるのは石の崩れる音のみ。
富士山と南アルプス

鍋割山に行ってきました
この８日は、ニフティの山オフがありまして、鍋割山に行ってきました。
昨年１０月のキノコパーティ以来ですね。
山頂で落ち合う方式であったため、本隊の二股コースは遠慮して、寄から
鍋割峠のコースを選びました。冬場にも拘わらず４人に会いましたから、こ
のコースも人が多くなったようです。
この前の雨の大山詣のせいで風邪っ気になったうえ、翌日は鎌倉を数時間
歩かされたものですから、昨日は一日布団の中に寝込んでいました。これじゃ、
どうなるかと思ってましたが、なんとか無事に戻ってきました。ところで、
このところ流行っている風邪はひつこいようですね。山歩きすると治る筈な
のに、まだ体調がもうひとつといった感じです。
さて、山の方ですが、一日中暖かかったですね。でも展望は以外と良くて、
富士山はもちろん南アルプスも顔を見せてくれました。
--------------------------------本日は楽しいオフありがとうございました。特大の容器にワインやらモツナベ
やら遠慮もなく頂くばかりで、何かを持って行く才覚の無かった私としては恐縮
のしっぱなしでした(なら、デカ容器を出すなって(^_^;))。
どうも風邪っ気で、昨日はいちにち布団の中だったものですから、どうなるか
と思ってましたが、くたばる事もなく無事に下山できました。とりあえず、帰り
の電車の中でザウルスに書いた文章をアップしたら、明日の会議の資料作りをし
ます（ｶﾅｼｲ(;_;)）
。
新松田からタクシー利用をして、約１時間を短縮したので、ちょうど本隊の皆
様と同時に山頂に到着できました。寄みんなの森で同年輩の男性がふたりおられ
たので、どちらかは FYAMA の方だろうとは思いましたが、聞きそびれてしまいまし
た。ザックのワッペンには気づきませんでした。霜鳥さん、失礼しました。
それにしても、お子さんも含めると約３０人はおられたようですね。お名前を

覚え切れませんでした。どこかの山でお会いしたときに失礼するかもわかりませ
ん。その時はご容赦下さい。
最後になりましたが、ダックスフントさん、風来森人さん、それにおいしいモ
ツ鍋を用意して下さった皆様、ご苦労様でした、そしてありがとうございました。
HBA01110、横浜のＯＳＫ
ＰＳ
流れ星子さん、あのマイナーなＯＳ－９をご存知だとは思いませんで
した。もう１０年以上も前になりますが、ＦＬＥＸ、ＦＬＥＸ９から
ＯＳ－９、ＯＳ－９／６８０００と趣味で遊んでいました。その時の名
残でＯＳＫのハンドル名を使っています。ひょっとしたら、ＦＯＲＫＳ
（スペルがあやしい）とかＡＭＩ－ＮＥＴもご存知かしら。
あの土光さんから貰った賞状は無くしても、８６年にＡＭＩ－ＮＥＴ
で頂いたＰＤＳ表彰は大事に保存しています(^_^)。

表題:茅ヶ岳、金ヶ岳
.茅ヶ岳、金ヶ岳
*[01* 日
付<]'95/01/15＠日付
*[02* 山
系<]中央線＠山系
*[03* コ ー ス<]茅ヶ岳、金ヶ岳
*[04 地図・案内<]るるぶ関東周辺ハイキングガイド、茅ヶ岳２５０００
［コース］中央線・韮崎＝東大宇宙線観測所－金ヶ岳－南峰－茅ヶ岳－女岩－大明神開拓地－穂坂＝韮崎
（９５／０１／１５） 昨日、橋口君を誘って。
6:13 竹山
6:24 鴨居
7:04 八王子
7:27
9:39
9:57
10:03
11:30?
12:13

12:51
13:04
13:11
14:03
14:21
15:06
15:54
16:10

16:30
16:42
16:52

星が輝き冷えきっているようだが、風はなく思ったほど寒くない。
だいぶ明るくなった。2160 円韮崎。
大月行き接続の高尾行に乗ってしまった。おかげで 7:14 に到着し、ガラ空の小淵沢行きにゆうゆう
乗れた。

高尾発
夕クシー 昨晩予約していたハギワラさんが待ってくれていた。
登山口
3370 円(俺〉
出発
ひたすらー直線の急勾配を登る。カラ松からシラカバ林へ。
岩場
雪はなし。但し、八ガ岳から吹いてくる風が強く、非常に寒い。次第に雲が出て展望はもうひとつ。
山頂
先客がひとりいた。雪が風のにって飛んできた。北側には数ｃｍの積雪が残っていた。
同じコースを犬が来た。うん、首輪してるぜ。単独行かと思っていると、暫くしてご主人さんが
登ってきた。地元の人らしく、そのまま茅ヶ岳方面へ進んでいった。そのうち、夫婦一組が茅ヶ岳
より来た。
下山
アイゼン 流石に南峰登りの北斜面にはがりがりに凍り付いた雪が残っている。
南峰
途中アイゼンはずすが、茅ケ岳登りで再装着。また、一組の夫婦とすれ違い。
茅ケ岳
南アルプスも八ガ岳も雲。富士山に傘雲。金峰山、端牆山、大弛、国師ヶ岳、北奥千丈を同定。
下山
ここからは、日だまりハイクの感じ
落ち葉がすごい。贅沢な絨毯を歩いているみたい。ただ、下の状態がわからず足をとられるのが難点。
女岩
岩の間から染み出してくる水。水量は多くないが、下の大明神部落の水源でもあるらしい。氷柱と
面白い形に成長した氷。
深田記念公園
喫茶店
タクシー呼ぶ。ここは、11 月より金土日月のみ営業。17 時までらしいが、客いないと 15 時にも
閉めるらしい、あてにならない。
コーヒー400 円 x2(俺〉
タクシ乗車
駅
2830 円(橋口)
塩山行き 甲府で特急乗り換え。始発かと思ったら松本発で１0 分程遅れる。雪かな? 1130 円。橋口君がビール
購入

甲斐タクシー ０５５１－２２－０２５５ 萩原一義さん

紀行文
ＪＳＷさん（１１月１３日）
、金堀吉事さん（１２月１０日）の
報告にありました茅ヶ岳に行ってきました。金堀吉事さんとは逆コ
ースになりますが、東大の宇宙線観測所から金ヶ岳をとおり、茅ヶ
岳へ、そして大明神という縦走コースです。
深田さん終焉の地という事で茅ヶ岳が有名ですが、どちらかとい
うと私は、金ヶ岳の方が好みにあっています。宇宙線観測所から一
直線の急斜面をふうふう言いながら登り、山頂手前の岩場でふと振
り返ると、八ガ岳の裾野からゆったりと広がった北巨摩郡と甲府盆
地、そしてその後ろに屏風のようにそびえる南アルプスと八ガ岳と
いう大パノラマを見ることが出来ます。
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
日 程：１月１５日（日）
山 域：中央線沿線（甲府盆地北部）
山 名：金ヶ岳１７６４ｍ、茅ヶ岳１７０３ｍ
ルート：中央線高尾＝＝韮崎＝タクシ＝東大宇宙線観測所先の登山口
7:27
9:39 3370 円
9:55
登山口－見晴らしの良い岩場－－－金ヶ岳－－－南峰－茅ヶ岳
10:03
11:30
12:13～12:50 13:10 14:00
茅ヶ岳－女岩－大明神－喫茶店＝タクシ＝韮崎
14:21 15:06 15:54 16:10 2830 円
韮崎＝甲府＝八王子
16:52 17:30
天 候：快晴の筈でしたが・・・ときどき曇り、雪もちらほらと(;_;)
メンバ：地域団体で知り合った２０代の若者とふたり
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
山行きとなると、朝の５時でも機嫌良く目覚めます。連れ合いを起こ
さないように気遣いながら朝食を終えて、外に出ますとオリオンが煌々
と輝いています。これは、素晴らしい快晴で大展望に恵まれるぞっと勇
んで駅へとむかいましたが・・・。
高尾で相棒と落ち合って小淵沢行きの普通列車に乗ります。約２時間
で韮崎に到着しまして、昨晩予約しておいたタクシーで即出発しました。
実は、１昨年にお世話になったドライバーを指名で予約していました。
街を抜けると、殆ど一直線に金ヶ岳に向かって延びている舗装農道に
出ます。地元の方は、どうも曲がった事が嫌いなのか、牧場、宇宙線観
測所をすぎた登山口からの道も、山頂に向かってまっしぐらといった急
斜面の道になっています(^_^;)。
植林帯を過ぎてシラカバが目に付くようになると岩場が出てきます。
もちろん鎖も必要のない様な岩場ですが、ここまでくると冒頭に書きま
した大パノラマが背後にひろがってくれます。山頂まで雪は全く無かっ
たですが、八ガ岳方面から吹いてくる風が強くて、やたら寒かったです
ね。山頂は、茅ヶ岳ほど広くはありませんが、展望はこちらの方が良い
んじゃないかと思います。食事を用意しながら、奥秩父、八ガ岳、南ア
ルプス、富士山と３６０度の眺めを楽しめました。本当は、北アルプス
に中央アルプスも見える筈ですが、本日は雲の中でした。
南アルプスも稜線部分は雲に隠れていますし、八ガ岳は中腹くらいま
で雲を被っていました。この連休に北八ガ岳に行かれた風来森人さん、
流れ星子さん他は星空を楽しめたでしょうか。こちらからオーイと呼ん
でみましたが、声届いたかしら。
食事をしていますと、空から白いものが舞い落ちてきました。ひょっ
と顔を上げると八ガ岳と南アルプスの手前に黒い雲が広がってきていま
す。そこから風にとばされてきた雪のようです。いやあ寒いと、そそく
さと食事を片づけて茅ヶ岳に向かいました。
いったん下り南峰を登り返した後、また下って登ると茅ヶ岳ですが、
両者とも登りは雪がコチコチに凍り付いていました。流石にアイゼンが
無いと恐くて歩けません。着けたりはずしたりで手間取り、やっと茅ヶ
岳に到着ですが、雲が次第に増えてしまいました。唯一、雲のない奥秩

父の山並みを楽しんで下山する事にしました。
石門（これって自然の門なんですかしら）を過ぎ、金堀吉事さんの書
かれていた女岩でおいしい水を堪能した後は、ひたすら大明神まで下る
だけです。それにしても、落ち葉がすごかったです。足首まで埋まるほ
どです。クッションが効いて気持ちがいいですが、地面が見えないもの
ですから、小石なんかに足をとられて何度も転んでしまった(;_;)。
アイゼンの装脱着と痛めていた足首への不安から、予定より１時間ほ
ど遅れて大明神に到着しましたが、幸い近くの喫茶店が開いていまして、
タクシーを呼ぶ事が出来ました。ここが開いていないと、更に４０分ほ
ど先の民家まで電話を借りる場所がありません。
プラトーオクシガというオートキャンプ場もある店です。１１月から
冬場は金土日月のみ営業しているそうです。定時は１７時閉店らしいで
すが、客がいないと１５時にも閉めるとかで、若干あてにならないよう
です。電話は、０５５１－２２－２７２７です。
１５分ほどで来てくれたタクシーで韮崎に戻りまして、普通列車そし
て甲府で特急に乗り継ぎ、帰ってきました。
HBA01110、横浜のＯＳＫ
ＰＳ 鍋割山オフで痛めていた足首も、無事でした(^_^)。
－－－－－－－－－－－－－－－
成人の日を祝って（ｶﾝｹｲﾅｲｶﾅ?)、茅ヶ岳に行ってきました。八ガ岳、
南アルプスと甲府盆地を挟んで対峙する小降りの山系で、形が似ていて
ことから「ニセヤツ」とも言われています。今回は、韮崎駅から東大の
宇宙線観測所に出まして、金ヶ岳～茅ヶ岳と縦走してきました。
ところで、茅ヶ岳というと日本百名山の深田さん終焉の地という事で
知られていますが、どちらかというと私は、金ヶ岳の方が好みにあって
います。宇宙線観測所から一直線の急斜面をふうふう言いながら登り、
山頂手前の岩場でふと振り返ると、八ガ岳の裾野からゆったりと広がっ
た北巨摩郡と甲府盆地、そしてその後ろに屏風のようにそびえる南アル
プスと八ガ岳という大パノラマを見ることが出来ます。
この山系は、中央本線・韮崎駅からのバスの便がほとんどなく、日帰
りが難しい場所にあります。というわけで、日帰りですと韮崎駅からの
タクシー往復が必須です。この運賃負担を軽くしてやろう、ついでに先
日痛めて不安のある足首のフォローもと、けしからぬ魂胆で知り合いの
若者をたぶらかせて二人山行きとしました。
タクシー利用といっても甲府の先ですから、やはり朝の５時が必要と
なります。連れ合いを起こさないように気遣いながら（次もありますか
らね(^_^)）朝食を終えて、外に出ますとオリオンが煌々と輝いています。
これは、素晴らしい快晴で大展望に恵まれるぞっと勇んで駅へとむかい
ましたが・・・。
高尾で相棒と落ち合って小淵沢行きの普通列車で約２時間、韮崎に到
着です。昨晩予約しておいたタクシーで出発しました。
街を抜けると、殆ど一直線に金ヶ岳に向かって延びている舗装農道に
出ます。地元の方は、どうも曲がった事が嫌いなのか、牧場、宇宙線観
測所をすぎた登山口からの道も、山頂に向かってまっしぐらといった急
斜面の道になっています(^_^;)。
植林帯を過ぎてシラカバが目に付くようになると岩場が出てきます。
もちろん鎖も必要のない様な岩場ですが、ここまでくると冒頭に書きま
した大パノラマが背後にひろがってくれます。今年は雪が少ないという
事で、山頂の北斜面に数ｃｍの積雪が見られる程度でした。しかし、八
ガ岳方面から吹いてくる風が強くて、やたら寒かったですね。
金ヶ岳山頂は茅ヶ岳ほど広くはありませんが、展望はこちらの方が良
いんじゃないかと思います。食事を用意しながら、奥秩父、八ガ岳、南
アルプス、富士山と３６０度の眺めを楽しめました。本当は、北アルプ
スに中央アルプスも見える筈ですが、本日は雲の中でした。南アルプス
も稜線部分は雲に隠れていますし、八ガ岳は中腹くらいまで雲を被って

いました。
食事をしていますと、空から白いものが舞い落ちてきました。顔を上
げると八ガ岳と南アルプスの手前に黒い雲が広がってきています。そこ
から風にとばされてきた雪のようです。いやあ寒いと、そそくさと食事
を片づけて茅ヶ岳に向かいました。
いったん下って南峰を登り返した後、また下って登ると茅ヶ岳ですが、
両者とも登りは雪がコチコチに凍り付いていました。流石にアイゼンが
無いと恐くて歩けません。着けたりはずしたりで手間取り、やっと茅ヶ
岳に到着ですが、雲が次第に増えてしまい、唯一雲のない奥秩父の山並
みを楽しんで下山する事にしました。
天然にできた岩のゲート（石門というらしいです）を過ぎ、下の村の
水源になっている女岩でおいしい水を堪能した後は、ひたすら大明神ま
で下るだけです。それにしても、落ち葉がすごかった。足首まで埋まる
ほどです。クッションが効いて気持ちがいいですが、地面が見えないも
のですから、小石なんかに足をとられて何度も転んでしまった(;_;)。
アイゼンの装脱着と痛めていた足首への不安から、予定より１時間ほ
ど遅れて大明神に到着しましたが、幸い近くの喫茶店が開いていまして、
タクシーを呼ぶ事が出来ました。ここが開いていないと、更に４０分ほ
ど先の民家まで電話を借りる場所がありません。
プラトーオクシガというオートキャンプ場もある店です。１１月から
冬場は金土日月のみ営業しているそうです。定時は１７時閉店らしいで
すが、客がいないと１５時にも閉めるとかで、若干あてにならないよう
です。電話は、０５５１－２２－２７２７です。ご参考まで。
１５分ほどで来てくれたタクシーで韮崎に戻りまして、普通列車そし
て甲府で特急に乗り継ぎ、帰ってきました。

表題:滝子山
.滝子山
*[01* 日
付<]'95/02/04＠日付
*[02* 山
系<]中央線＠山系
*[03* コ ー ス<]滝子山
*[04 地図・案内<]大菩薩連嶺（昭文社）
［コース］笹子－稲村神社－切石－造林小屋－稜線－滝子山－桧平－藤沢－初狩
（９５／０２／０４土曜） 昨日、連れ合いに言われて、急遽選定。明日、雪と言うことであったが、大月はもう
降ったようだ。
5:30
6:15
6:24
7:03
7:29

起床
竹山
鴨居
八王子
高尾

8:23 初狩

8:30 笹子
8:40 出発
9:18 寂狗尾根
9:30 車道終点

思ったより風がないせいか暖かい。全天、雲。
流石にハイカーらしい人は見あたらない。熟睡する。
高尾行きの電車にぴったんこ。
大月行きの列車と小淵沢行きの列車が待っていた。後から発車する小淵沢行きは空いている。
ハイカーがちらほら。隣のボックスの４人組はピッケルを持ったおばさん二人とオジサン二人
の４人組み。いかにもベテランみたい。職場の仲間でもないようだし不思議なグループ。
初めは霜が降りているのかと思っていたら大月近くから積雪である事が分かる。まるで樹氷み
たいにおなっている。ベテラン４人組みは「３０ｃｍくらいかな」と言っている。
初めてのコースだし、どうしようかと悩む。陣馬山に切り替えようかと思ったときは、もう
大月近くで間に合わず。駄目なら引き返そうと決行。
結局、４人組みと他にふたりくらいの組が下りた。４人組みは同じ滝子山。二人の方はよくわか
らなかったが、結局一緒になった若い夫婦だったかも。
一番最後に出発。
ローランド共和国の看板。右に分岐しても滝子山に行けるようだ。ただし、鎖のない岩を通る危
険コースの表示。
大滝沢峠という標識があったような？。また、標識には車道始点となっていたが、大きく右に
カーブして延びて言っているような感じである。４人組みが身支度していたため、よく見えな
かった。連れ合いが氷に乗り上げてズデン！

9:53 大鹿峠分岐

沢に沿った登山道。落ち葉が膝くらいまであって、雪ならぬ落ち葉のラッセルだ。
沢も一枚岩のような川床を急流が流れる豪快なところ。滝もあり、秋の紅葉シーズンがよさそう。
10:39 切石
若い夫婦の組みに追いつく。
11:02 曲り沢峠
大鹿山への分岐らしい。下に、モチヶ滝という標識。ジェットコースターのような滝。雪のトン
ネルもあるよ。
11:31 大谷ヶ丸分岐 我慢できずに雉うち。どうも下痢気味だ。
11:41 造林小屋
４人組みにおいつく、アイゼンをつけていた。我等も小屋の屋根の下で装着、11:48 出発。
12:23 稜線に出る
１４００ｍくらい
12:42 個人の山小屋 造林小屋とそっくりの仮設小屋。だいぶ痛んでいる。広場になっていて、大谷ヶ丸・湯沢峠の
分岐。
12:50 白縫神社
小さな社、その前に鎮西ヶ池という泉。ここから、標高差１００ｍくらいの急斜面。湯を沸
かす為に、連れ合いを後に先に山頂を目指す。
13:05 滝子山山頂
４人組み、若い夫婦は既に到着。狭い山頂だが、もう人も来ないだろうと道に場所を確保。
45
風が無く暖かいので、着替えを後にして、湯を沸かす準備。ガスが出てきて眺望は？。
途中から、大菩薩と多分秩父の方が見えた。４人組みの後から出発。
14:20 檜平
途中で、４人組みを追い抜く。先頭で登っていたオジサンがどこかでころんだらしく、肩から
尻がどろんこになっていたらしい。
アイゼンを着けたままだが、雪が数歩毎に付着、靴と同じくらいの大きさに成長する。一本歯
の下駄をはいたようで歩きにくい。
途中、ぶな、ナラそしてつつじ。檜平も雑木林だ。ここは広くなっていて快適。ここで、
花摘みと雉うち！！
15:05 藤沢/立川原 分岐。この後、もう一度分岐。こちらは、直進から右に下るので注意。
途中の沢で氷柱を採取、かじってみる。
16:10 林道
すぐ、方外山房という面白い山荘に出る。
17:04 初狩
17:12 高尾行き
18:20 高尾

ＮＩＦＴＹアップ
￣￣￣￣￣￣￣￣
中央本線の下り列車が大月を過ぎたあたりで、右手の車窓に見える滝
子山に行ってきました。初狩駅から笹子駅の間です。
いくつかのコブを持ち、そのどっしりとした山容が気になり、常々行っ
てみたいと思っていました。
さて、職場から帰宅した金曜日の夜に、連れ合いから「どこか山に連
れていけ」というご下命がありました。いえね、正月からなまってしまっ
た身体をシェイプアップしたいという下心なんでしょう。ま、理由はど
うあれ、山歩きなら大歓迎です。いくつか候補をあげてみましたが、ど
うせ行くなら、経験のないところにしようと言うことで、急遽、滝子山
に決定しました。
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
日 程：２月４日（土）
山 域：中央線沿線（小金沢連嶺）
山 名：滝子山（１５９０．３ｍ）
地 図：昭文社「大菩薩連嶺」
天 候：晴ときどき曇り
メンバ：連れ合いとふたり
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
天気予報によれば、関東方面は日曜日から崩れるという事でしたが、
前日にもかかわらず、大月の手前くらいから辺りが真っ白です。樹に
も霧氷のように雪が貼り付いていました。どうも金曜の夜に雪が降っ
たようです。前のボックス席に座っている、ピッケルを持ったベテラ
ンらしい４人パーティーが、前のボックスで「３０ｃｍはあるだろう」
なんて話し合っていますし、軽アイゼンは持っているものの初めての
コースでもあり不安がつのります。まあ、結局はいつものいい加減さ
を発揮し、駄目なら引き返そうという事にいたしました。
笹子駅からは国道２０号線を初狩方面に進むと、大きな標識が出て

きます。その後も道標は思ったよりしっかりしています。１９８８年
の古い案内書にはルートファインディングに注意となっていますが、
迷うような箇所はなかったです。看板・標識といえば、登山口になる
車道終点の手前に、寂狗尾根（ローランド共和国）という大きな看板
が出ています。右に分岐して行く道ですが、地図には出ていません。
看板には、鎖・ロープの無い岩場が多く危険という注意が書かれてい
ました。春か秋にはチャレンジしてみたいものです。
さて、登山道は大滝沢に沿っています。大きな沢ですね。まるで一
枚岩でできたような川床を豊富な水が、ところどころ滝になりながら
激しく流れ下っています。落ち葉もすごくて、場所によっては膝まで
埋まります。積雪はたいした事がなく、せいぜい数ｃｍどまりですか
ら、雪ならぬ落ち葉のラッセルと相成りました。
沢を何度か渡り返しながら、切石そして造林小屋と標高を稼ぐと沢
から次第に離れ、勾配もきつくなってきました。ここでアイゼン装着。
造林小屋から約１時間で、また似たような仮設小屋のある広場にでま
した。この小さな崩れかけたような小屋は、もうひとつ得体が分かり
ません。山頂付近に、その方向を指して「山小屋へ」と書かれている
標識がありましたが、本当かしら？
この山小屋？を回り込むと、白縫神社という小さな社があります。
その前には鎮西ヶ池という水が湧き出してる小さな泉がありました。
なんでも源為朝の妻にからんだ伝説があるようです。下山した藤沢集
落にある神社に因縁を書いた表札がありました。書き写す暇がなかっ
たですが、写真には撮ってありますので、そのうちに確認します(^_^;)。
池から山頂まで１００ｍくらいの標高差があり、きつい勾配となり
ますが、コースは明瞭です。だんだん時間も遅くなってきたものです
から、足の遅い連れ合いを後にして、山頂に先行しました。食事用の
湯を沸かしておこうというわけです。
狭い山頂には先行した４人パーティと若い夫婦１組がおられました。
交通の便からすると、おそらく本日この山を訪れた全員でしょう。
ところで、期待していた展望はもうひとつでした。山頂の雑木は葉
を落としていますし、本来なら富士山も見通せた筈ですが、ガスが出
てしまいました。大菩薩連嶺と秩父らしい山並みが、かすかに見えた
程度でした。でも、風もなく暖くて、ついつい山頂に長居しました。
下山するには、初狩方面の標識がある分岐に少し引き返すようにな
ります。大きなブナとかナラの目立つ林を抜けて、ツツジの群生して
るツツジヶ丘の急斜面を小１時間で下ると、広く開けた檜平に出ます。
名前は檜平ですが、落葉樹の林です。伐採後に植林しなかったのでしょ
うか、山遊びにはかえって魅力的な場所になっています。もちろん、
しばらく辺りを散策して、きれいな雪面を汚してまいりました(^_^)。
尾根伝いの下りですから迷うような所もありませんが、標識も要所
要所につけられています。ただし、藤沢と立川原の分岐を過ぎて、２
０分たらずだったと思いますが、直進する道から右に分岐するところ
があります。字の消えかけた標識を木の陰に立てかけてあります。気
をつけていないと見落としそうです。地図ではわかりませんし、つい
ついトントンと直進してしまいそうです。実は、先頭を行っていた私
は直進してしまいました(^_^;)。この分岐を少し下ると沢に出ます。
笹子からの登りの沢よりスケールは小さいですね。
沢で採取した氷柱をアイスキャンディ代わりにしゃぶりながら林道
に出ますと、
「方外山房」と銘うった平屋の山荘がありました。庭に
卒塔婆らしきものをアレンジした変わった山荘です。写経とか色紙そ
の他の教授をしますという看板が出ていました。ここからは、舗装道
を３０分くらいで初狩駅です。
ということで、念願の滝子山に行くことが出来ました。それも思わ
ぬ積雪の中というオマケ付きでした。笹子からのコース、大滝沢は秋

の紅葉シーズンが良さそうですね。
HBA01110、横浜のＯＳＫ
ＣＡＢＩアップ
￣￣￣￣￣￣￣
雪で薄化粧の滝子山
中央本線の下り列車が大月を過ぎたあたりで、右手の車窓に見える滝
子山に行ってきました。初狩駅から笹子駅の間です。いくつかのコブを
持つどっしりとした山容が気になり、常々行ってみたいと思っていまし
た。実は、職場から帰宅した金曜日の夜に、連れ合いから「どこか山に
連れていけ」というご下命があり、どうせ行くなら、経験のないところ
にしようということで、急遽、滝子山に決定しました。
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
日 程：２月４日（土）
山 域：中央線沿線（小金沢連嶺）
山 名：滝子山（１５９０．３ｍ）
ルート：中央線高尾＝笹子 出発－車道終点－－大鹿峠分岐－－切石－
7:29
8:30 8:40
9:30
9:53
10:39
曲り沢峠（大鹿山へ）－大谷ヶ丸分岐－－造林小屋－－
11:02
11:31
11:41
白縫神社（鎮西ヶ池）－滝子山山頂
12:50
13:05-13:45
檜平－－藤沢／立川原分岐－林道－－初狩駅
14:20
15:05
16:10
17:04
地 図：昭文社「大菩薩連嶺」
天 候：晴ときどき曇り
メンバ：連れ合いとふたり
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
天気予報によれば、関東方面は日曜日から崩れるという事でしたが、
前日にもかかわらず、大月の手前くらいから辺りが真っ白になってい
ました。樹にも霧氷のように雪が貼り付いています。金曜の夜に雪が
降ったようですね。前のボックス席にピッケルを持ったベテランらし
い４人パーティーが座っていましたが、
「３０ｃｍはあるだろう」な
んて話し合っていますし、軽アイゼンは持っているものの初めてのコ
ースでもあり不安がつのります。まあ、結局はいつものいい加減さを
発揮し、駄目なら引き返そうという事にいたしました。
さて、笹子駅からは国道２０号線を初狩方面に進むと、大きな標識
が出てきます。その後も道標は思ったよりしっかりしています。古い
案内書にはルートファインディングに注意となっていますが、迷うよ
うな箇所はなかったです。登山道は大滝沢に沿っています。これは、
大きな沢ですね。まるで一枚岩でできたような川床を豊富な水が、と
ころどころ滝になりながら激しく流れ下っています。落ち葉もすごく
て、場所によっては膝まで埋まります。積雪はたいした事がなく、せ
いぜい数ｃｍどまりですから、雪ならぬ落ち葉のラッセルと相成りま
した。
沢を何度か渡り返しながら、切石そして造林小屋と標高を稼ぐと沢
から次第に離れ、勾配もきつくなってきました。ここでアイゼン装着。
造林小屋から約１時間で、また似たような仮設小屋のある広場にでま
した。この小さな崩れかけたような小屋は、もうひとつ得体が分かり
ません。山頂付近に、その方向を指して「山小屋へ」と書かれている
標識がありましたが、本当かしら？
この山小屋？を回り込むと、白縫神社という小さな社があります。
その前には鎮西ヶ池という水が湧き出してる小さな泉には、源為朝の
妻にからんだ伝説があるようです。下山した藤沢集落にある神社に因
縁を書いた表札がありました。写真には撮ってありますので、そのう
ちに確認します(^_^;)。
池から山頂まで１００ｍくらいの標高差で、きつい勾配となります
が、コースは明瞭です。だんだん時間も遅くなってきたものですから、

足の遅い連れ合いを後にして、山頂に先行しました。食事用の湯を沸
かしておこうというわけです。
狭い山頂には先行した４人パーティと若い夫婦１組がおられました。
交通の便からすると、おそらく本日この山を訪れた全員でしょう。
残念ながら、期待していた展望はもうひとつでした。山頂の雑木は
葉を落としていますし、本来なら富士山も見通せた筈です。ところが、
ガスが出てしまい、大菩薩連嶺と秩父らしい山並みがベール越しに見
えた程度でした。
下山するには、初狩方面の標識がある分岐に少し引き返すようにな
ります。大きなブナとかナラの目立つ林を抜けて、ツツジの群生して
るツツジヶ丘の急斜面を小１時間で下ると、広く開けた檜平に出ます。
名前は檜平ですが、落葉樹の林です。伐採後に植林しなかったのでしょ
うか、山遊びにはかえって魅力的な場所になっています。もちろん、
しばらく辺りを散策して、きれいな雪面を汚してまいりました(^_^)。
尾根伝いの下りですから迷うような所もありませんが、標識も要所
要所につけられています。ただし、藤沢と立川原の分岐を過ぎて、２
０分たらずだったと思いますが、直進する道から右に分岐するところ
があります。字の消えかけた標識を木の陰に立てかけてあります。気
をつけていないと見落としそうです。地図ではわかりませんし、つい
ついトントンと直進してしまいそうです。実は、先頭を行っていた私
は直進してしまいました(^_^;)。この分岐を少し下ると沢に出ます。
笹子からの登りの沢よりスケールは小さいですね。
沢で採取した氷柱をアイスキャンディ代わりにしゃぶりながら林道
に出ますと、
「方外山房」と銘うった平屋の山荘がありました。庭に
卒塔婆らしきものをアレンジした変わった山荘です。写経とか色紙そ
の他の教授をしますという看板が出ていました。ここからは、舗装道
を３０分くらいで初狩駅です。
ということで、念願の滝子山に行くことが出来ました。それも思わ
ぬ積雪の中というオマケ付きでした。笹子からのコース、大滝沢は秋
の紅葉シーズンが良さそうですね。それと、登山口になる車道終点の
手前に、寂狗尾根（ローランド共和国）という大きな看板が出ていま
した。右に分岐して行く道ですが、地図には出ていません。鎖・ロー
プの無い岩場が多く危険という注意が書かれていまして、春か秋には
チャレンジしてみたいものです。
ＣＡＢ１００５７ ＯＳＫ

表題:書作新道－烏尾山
.書作新道－烏尾山
*[01* 日
付<]'95/02/19＠日付
*[02* 山
系<]丹沢＠山系
*[03* コ ー ス<]書作新道－烏尾山
*[04 地図・案内<]
大倉から本谷山荘まで水無川沿いの林道歩き。途中に竜神の水という名水があり。林道の端には、作治小屋・戸沢山荘・
戸沢バンガロー・本谷山荘ほかのたくさんの山小屋。
本谷山荘からが山道もしくは沢登りのコース。登山道も書策新道の他に天神尾根、政次郎尾根がある。旧鉱山道という
廃道もあり。書策新道は、表尾根のカイサク小屋の御主人・渋谷書作さんが開いた登山道で、旧マンガン鉱道のあと。沢
あり滝ありという気持ちの良い道。沢を渡るので、厳冬期はアイゼン。大雨の後は不可。
烏尾山からは、富士山と相模湾の眺望を楽しめる。烏尾尾根も人が少なく静か。
（９５／０２／１９）
7:14 竹山
7:23 鴨居
7:46 町田
改札口でタバコ、ホームに出たら即急行発車、効率よし。ところで電車は空いているものの
中年ハイカーのオンパレード、一瞬とまどう

8:30 渋沢
8:43
8:53
9:10
10:11
10:29
11:07
11:29
11:55
12:01
12:09
12:30
13:06
13:20
13:36
13:45
14:08
14:19
15:30

7:30

16:40
16:5?

バス発
大倉
出発
新茅荘
作治小屋

寝ているうちに下車したらしくハイカーはガクンと減った。伊勢原で多数おりた気配。快晴に
なってきた。

オープンしている!
すぎて県立戸沢休憩所
雑木の斜面を東にトラバース気味に登る。日陰にはグジュグジュになった雪。

F5 へ行く沢、
小さい沢を横切る。
白竜の滝
最後の沢
水場を探す
食事終了
2 りットルのボトルに水、夫婦連れももっていく。たかが 10～15 分だが、アイゼン必要
カイサク小屋 閉っている!
出発
鎖すぎた
アイゼンつけずに苦労し、急斜面でアイゼン付けに苦労していた夫婦やっとカイサク小屋に
きたようだ。
行者岳
アイゼンいるような雪はないが、ドロンコ、あんこの中を歩いているみたい。
烏尾
小屋できていた。
風でてきて寒くなる。下山。
新茅荘
ビール 350 円。お婆さん（新井さん）元気そう。釣りに来たらしい中年夫婦がが先客にいた。
おじさん、かなりできあがっていた!竜神の水、行きは大きなポリタンを 10 個くらい並べている
人がいた。帰りも車で大きな容器もって来ている人がいて諦める。
鴨居発
少し霞む富士山。丹沢稜線も真っ白だ。こちらからだと北斜面になるせい。
業務用かしら。不精髭のおじさんに呼びとめられ、作治小屋が開いていたか聞かれる。
確か閉っていたと思うが、しきりに心配していた。どうも新茅と同じでおばあさんが引き継い
でいるらしい。新茅は昔もっと奥にあったらしい。
大倉
バス発

－－－－－－
紀行文
先々週は、北アルプスへ・・・といったら冬山縦走と思うでしょ(^_^)。
実は、麓の大町から雄大な稜線を眺めてきました。いつかは、アッタク
したいものです。もっとも、大町の山岳博物館に置いてあった冬山用の
ザックを持ち上げようとしても、びくともしなかった(^_^;)。
ともかく、交通費を使いすぎて心細くなった財布の中身を考慮して、
この週末は久しぶりに丹沢に出かけました。１月４日の大山、８日の鍋
割山以来です。中央線沿線にはまりこんでいたものね。
手近なところで書策新道から表尾根を通って烏尾尾根を下ってきま
した。天気予報とは違って、朝出ていた雲もなくなり大倉では雲ひと
つ無い快晴になりました。暖かすぎたせいか、霞がかかったようにな
り遠望の効かない一日でしたが。
町田で乗車した小田原行きの急行は、ガラガラといえる状態です。
なんといっても座れましたから(^_^)。ただし、ホームに停車していた
急行に飛び乗った途端に「うんっ」とたじろいでしまいました。いえ
ね、座席にずらっと我等が仲間、中高年ハイカーが座っておられます。
これは迫力ですね。途中で眠り込み、夢うつつの状態でしたが、大勢
が伊勢原で下車されたようです。大山でしょうね。
大倉行きのバスに乗ったのは１０名いなかったと思います。皆さん、
大倉尾根方面に向かわれたようです。私は、すぐ左に水無川に下り、
戸沢林道に入りました。こちら方面は２・３名のようでした。
ご存知のように、途中に丹沢名水があります。車で大きなポリタン
を１０個程も持ち込んで占有されている方がおられまして、飲むこと
が出来ませんでした(;_;)。もっとも、味音痴の私には、どうおいしい
のか理解できていません。帰りも通りましたが、やはり占拠されてた。

ゆっくりとした登りの林道を暫く行くと新茅荘です。久しぶりにオ
ープンしていました。帰りに寄る事にし、塔の岳で花立さんに挨拶を
と思ってましたが、急遽、烏尾の方に回ることにしました。この新茅
荘のおばあさんは、むかし校長先生をやっておられたそうです。オー
プンする時はお嫁さんが車で送迎されています。ヤマンバと間違えた
話はもう時効だよね(^_^)。
作治小屋の前の河原には数台の車が止まっていましたが、さすがに
キャンプにはまだ早いですよね。山に入ったか、釣りかでしょう。無
人の休憩所＋派出所を過ぎると、書策新道と天神尾根の合流地点に出
ます。雑木と植林の混じった斜面を東にトラバース気味に登っていく
と、本谷沢です。大きな岩に梯子が架かっています。一度、大滝を見
に行きたいですね。夫婦の方が食事をされていたので、通過してセド
ノ沢に向かうことにしました。セドノ沢で沢登りの気分をほんの少し
味わうと白竜の滝に出ます。ここで、湯を沸かしてカップラーメンの
簡易昼食をしていると、先ほどの夫婦連れの方が来られました。
ここには、渋谷書策さんがペットボトルの空き瓶を置いてあり、ボッ
カの依頼看板が出ています。非力な私は、２リットル２本が限度です
が、幸い？使えるボトルが２本しかありません。先ほどの夫婦連れと
分け合いました(^_^)。
陰になった斜面には雪が残っていましたが、グジュグジュでアイゼ
ンは不要です。ただ、この沢を離れて表尾根の小屋までの急斜面は、
しっかりと雪がついています。アイゼン無しでは、ちと無理でしょう
ね。
増えた荷物を担いでヒイコラいって登りましたが、なんと小屋はク
ローズ！ 甥ごさんの結婚式と書いてありました。やむを得ず、小屋
の前にボトルをおき、烏尾を目指しました。いつものことですが、表
尾根はこねまわしたようなドロンコ道になっています。まるで「あん
こ」の中を歩いているようです。
ところで、昨年の台風で壊れていた烏尾山荘は修理が終わっていま
した。少し休憩して、すぐ右に分岐する烏尾尾根に入りました。この
コースはなんとなく歩きにくいせいか、あまり人に出会いません。上
の方は少し整備されていましたが、中腹から下は相変わらずの石ごろ
ごろの急斜面のままです。変に整備されるよか良いですが。
やっとたどりついた新茅荘でビールを頼み、久しぶりに会った（１
年ぶりかな）おばあさんと話をして帰ってきました。

表題:鍋割山（寄）
.鍋割山（寄）
*[01* 日
付<]'95/03/05＠日付
*[02* 山
系<]丹沢＠山系
*[03* コ ー ス<]鍋割山（寄）
*[04 地図・案内<]２万五千地図 秦野、大山

アルペンガイド 東京周辺ワンデイ・ハイク

［コース］小田急新松田＝寄－雨山峠－鍋割峠－鍋割山－後沢乗越－二股－大倉＝渋沢
塔の岳直下の金冷シの頭から西の延びる尾根を鍋割山稜といって、大丸，小丸をへて代表的なピークの鍋割山約１２
７０ｍにいたる。大倉尾根から入るコースと後沢乗越より北上するコースがある。後者は、登山者の多い大倉尾根に比べ
て静かである。途中、県民の森，登山訓練所をへて二股より沢を横切って植林の中を後沢乗越にいたる。ここからカヤト
の中の登りとなる。ゆるやかなピークを二つ越すと山頂。山頂には鍋割山荘があり、宿泊も可。塔の岳にいたる鍋割山稜
はぶな林の中の気持ちの良い尾根道。
今回は、寄からの非一般コース第２弾を行ってみる
（’９５・０３・０５） 不発に終わった大雪警報だが、雪を楽しみに。昨晩、電話してきた橋口君と
7:01 竹山

14 のバスでもＯＫ。

7:08 鴨居
8:20 新松田着
9:00 バス発車

7:35 町田発
これも 7 待っている。:46 でＯＫ。もう一つ後でも大丈夫なようだ。
ゆっくりと、トイレに日記記録ほか。橋口君は 46 の次で来た。
いやあ空いている。他に二人、一人は釣りか、もうひとりはハイカー？。田代向かいで下車、後は
我々だけ。
9:20 到着、休憩施設で身支度。

9:30 出発
10:15 登山道
11:25 寄コシバ沢 休憩。登山口から８００ｍくらいまでは雪なし。その後、数 cm くらいはあったか。それにしても
40
たいして降らなかったようだと思いながらここまで来た。鍋割峠までの石も雪をかぶっている
が、せっかくだから雨山峠に向かうことにする。
12:35 雨山峠
ここまでの沢は「やどろぎ沢」というらしい。分岐を越えたとたんに積雪が増え始める。３０cm
から４０cm はあるか。最近歩いたらしい先行（一人）の足跡があるのが残念。それにしても踏み
抜きながらの歩きはたいへんだ。例のザレタ所は雪を被ってしまい道には見えない状態だ。
橋口君がずり落ちかける。雨山峠には野口君の時と同じペースで到着。ということは、多少時間
がかかったか。
14:00 鍋割峠
雨山峠からの稜線は雪が少ないだろうと思っていたら、なんのなんの。最初は数 cm から１０cm
くらいかなと思ってたら、沢より多い感じになってくる。３０cm から４０cm はあったか。例の鎖
場は流石に緊張した。雪が凍っていないのでアイゼンは必要ないが、鎖を持つ手が滑る。最後の
一番長い鎖場で橋口君が動きにくくなったようだ。軍手がグジュグジュになった彼に軍手を貸し
てやるが、滑りやすかったようだ。軍手をとらす。この後の鍋割峠までの雪がまた深い、いつも
の稜線の道を少し斜面側にはずして歩く。
14:35 出発
お地蔵さんに挨拶し、横のテラスにはいる。雪を踏み固めて食事の準備。
15:16 山頂
くたびれが出てきた、橋口君もバテかけているようで、鍋割峠を下りようかと悩む。山頂まで
あと３０分くらいだし、くだりはあちらが楽。また、急斜面だから雪も少ないかと思い前進する
ことにした。ところが、なんと雪また雪の状態。酷いところでは膝を使ったラッセルまで必要。
まあ、せいぜい数ｍの距離ではあるが。ぜえぜえハアハアではある。野口君と来たときよりも
１時間４５分の遅れ。山頂でビールかコーヒーといったが、橋口君は下りたがる。確かに時間も
遅いし、雪も降ってきた。おれも、仕事給の査定、連絡会メモ、佐藤君の出張報告のﾁｪｯｸが待っ
ている。そのまま直進。
16:00 後沢乗越
途中、１０００ｍくらいまでは積雪。登山道は踏み固められている。どうも、何回かの雪が
残っているようだ。
小屋にいたおばさん、オジサンの混成集団が追い抜いていった。
16:25 林道終点
16:45 二股
17:48 大倉
バス発、電話の暇もなかった。もちろん、ビールも買えない。渋沢駅内ではビール売っていない！！！
紀行文
雪山と化した丹沢で山遊び
誇大宣伝に終わったこの週末の大雪予報でしたが、皆さんはどうされました
でしょうか。私はというと、前の週末が仕事の山をさすらう羽目に陥いり、本
当の山の臭いを嗅げなかったものですから、もう土曜日にはワクワクしながら
ザックを引きずり出したのは言うまでもありません。
行き先未定のままザックの準備をしていると、久しぶりに某地域団体で知り
合った若い友人Ｈ君からの電話がありました。なんだかんだ話をしているうち
に鍋割山、それもせっかくの雪なら雨山峠まわりで行こうという事になりまし
た。いやあ、幸か不幸かこれが正解で、たっぷりと雪と遊んで、いや遊ばれて
クタクタになって帰ってまいりました。
さて、いよいよ期待の日曜日です。心晴れ晴れ、空も快晴。言うことありま
せん。小田急の新松田駅からバスで寄の集落まで入ります。
ところが、寄から小１時間の林道歩きの後、キャンプ施設「みんなの森」を
横切って登山口に入っても、雪は全くありません。８００ｍを越えるあたりか
ら、やっと数ｃｍくらいの積雪になり、鍋割峠分岐の寄コシバ沢まで続きます。
「いやあ、これはどうした事であるか。コース選定をしたのは誰だ」と責任
をなすりつけあいながら、寄コシバ沢の分岐を通り過ぎると、なんと雪また雪
のオンパレードとあいなりました。特に「やどろぎ沢」では、３０から４０ｃｍ
くらいあったでしょうか。最近、入ったらしい１人の足跡が、残念ながらつい
ていました。神ならぬ身、この後のヨレヨレ状態を想像するべくもなく、勇気
凛々わざわざ踏み跡をはずして、ズボズボと踏み抜きながらの歩きとなりまし

た。
こうして、ほぼ予定通りの時刻に雨山峠到着。ここからの雪は少ないだろう
と思っていたら、なんのなんの２０から３０ｃｍはもちろんの事、一部の吹き
溜まり部ではもっと深かったですね。一歩一歩、雪を踏み抜きながらの登りに
次第に疲れ始めます。交わす会話も少なくなったところで、例の鎖場です。雪
を被っていましたが、気温が高くて凍結しておらず、アイゼンは必要なし。と
はいっても、鎖に付着した雪のせいで滑りやすく、やはり緊張します。
鎖場を越えても積雪は相当のもので、雪の深い正規コースから多少とも積雪
の少ない斜面側に道をはずしても、次第に足が上がらなくなってきます。ゼエ
ゼエハアハア言いながら、やっとたどり着いた鍋割峠は、予定の１時間遅れで
午後２時。峠のお地蔵さんに挨拶しました。
さて、鍋割峠でやっと遅い昼食をとる事にしました。地蔵様から少し横には
ずれた場所にあるテラス状の広場で雪を踏み固めて腰を下ろしました。
「さて、どうしようか。若いくせにＨ君め、俺よりくたばっている。鍋割
峠から下ろうか、山頂まで行って二股に下る方が楽だろうか」と思案しなが
らも、暖かいラーメンをすすりこむと、やっと人心地がつきました。
まあ、ここから山頂のコースは、急斜面だし雪もそんなにつかないだろう。
それに３０分くらいの登りだから二股経由で大倉に行く方が楽だろうとの判
断で前進することに決定です。
ところが予想に反して、鍋割峠から山頂まで雪が深いうえに急斜面なので
歩きにくいこと。ほんの一部ですが、膝を使ってのラッセルまで経験してし
まいました。もうこうなると、ひたすら誰かの歩いた跡を探す事になります。
きれいな雪面に足跡を残してやろうなぞというロマンチックな気分は、どこ
かに吹き飛んでいます(^_^;)。
といったわけで、山頂にたどり着いたのは、予定の２時間弱遅れの午後も
３時過ぎです。途中から降り始めた雪も本格的になってきました。「それじゃ、
休まずに下るべし」と相談し、山荘のビールに未練を残しての山頂素通りと
なりました。実は、後で後悔しましたが・・・。
後沢乗越、二股のコースには雪はないだろうと思っていたら、結構残って
いました。１０００ｍあたりまでの登山道はきれいに踏み固められていまし
たが、まだ凍結し始めていないので、アイゼンを着ける必要もなかったです
ね。なんだかんだ言いながらも、二股に５時前に到着しました。後は、林道
歩きですから、流石にほっとしました。
大きな牡丹雪が舞う中をひたすら歩いて、大倉に到着したのが６時前。停
まっていたバスに飛び乗りました。というわけで、ここ大倉でもビールを買
う暇がありません。まあ、渋沢駅で入手できるあろうと、まだ安心と余裕を
保ち、バスの中でで着替えをさせてもらいました。
さて、その渋沢駅です。改札口横のＯＫストア（キオスクみたいなの、Ｏ
Ｋストアと言ってますよね）に行って、
「ビ、ビ、ビール下さい」
。店のお
ばさん「いえ、うちは、アルコールは一切おいていません」
。
そっそっそんな～。
改札口の前のスーパならある、絶対あるはずである。Ｈ君と先を争ってか
け込み、店内をうろつくも、ビールの臭いも形も全くありません。レジのお
姉さん「いえ、うちは、アルコールは一切おいていません」と冷たい口調で
のたまいます。なんなんだ。渋沢地区は禁酒法が試行されているのか。
もう駅の外に出る気力・体力は残されていません。ホームのベンチで持参
したピーナッツをつまみながら缶コーヒーで乾杯いたしました。みなさん、
小田急の駅なのか渋沢特有なのかわかりませんが、ビールはないですよ。気
を付けましょう(^_^)。
－－－－ＮＩＦＴＹ
雪山と化した丹沢で山遊び
誇大宣伝に終わったこの週末の大雪予報でしたが、皆さんはどうされました
でしょうか。私はというと、前の週末が仕事の山をさすらう羽目に陥いり、本
当の山の臭いを嗅げなかったものですから、もう土曜日にはワクワクしながら
ザックを引きずり出したのは言うまでもありません。

行き先未定のままザックの準備をしていると、久しぶりにネットの若い友人
からの電話があり、なんだかんだ話をしているうちに鍋割山、それもせっかく
の雪なら雨山峠まわりで行こうという事になりました。
いやあ、幸か不幸かこれが正解で、たっぷりと雪と遊んで、いや遊ばれてク
タクタになって帰ってまいりました。
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
日 程：３月５日（日）
山 域：丹沢
山 名：鍋割山
ルート：小田急新松田＝寄－－寄コシバ沢－やどろぎ沢－雨山峠
9:00 バス 9:30 11:25-11:40
12:35
鍋割峠－－－－鍋割山－後沢乗越－二股－大倉＝小田急大倉
14:00-14:35 15:16
16:00 16:45 17:48 バス
地 図：昭文社「丹沢」
天 候：晴のち雪
メンバ：某ネットの若い友人Ｈ君
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
いよいよ期待の日曜日です。心晴れ晴れ、空も快晴。言うことありません。
流石に冬場のせいか、小田急線は町田乗車でも座れるほど空いていました。
もっとも中高年のハイカーが多いのは、いつもどおりです。ただ、渋沢・新
松田まで行く人は少ないですね。殆どの方が途中で降りていきました。
さて、寄から小１時間の林道歩きの後、キャンプ場「みんなの森」を横切っ
て登山口に入っても、雪は全くありません。８００ｍを越えるあたりから、
やっと数ｃｍくらいの積雪になり、鍋割峠分岐の寄コシバ沢まで続きます。
「いやあ、これはどうした事であるか。コース選定をしたのは誰だ」と責任
をなすりつけあいながら、寄コシバ沢の分岐を通り過ぎると、なんと雪また
雪のオンパレードとあいなりました。特に「やどろぎ沢」では、３０から４
０ｃｍくらいあったでしょうかしら。最近、歩かれた方がおひとりいらっしゃっ
たようで（ＦＹＡＭＡの方かな）
、残念ながら足跡がついていました。神な
らぬ身、この後のヨレヨレ状態を想像するべくもなく、勇気凛々わざわざ踏
み跡をはずして、ズボズボと踏み抜きながらの歩きとなりました。
ほぼ予定通りの時刻に雨山峠到着。ここからの雪は少ないだろうと思って
いたら、なんのなんの２０から３０ｃｍはもちろんの事、一部の吹き溜まり
部ではもっと深かったですね。一歩一歩、雪を踏み抜きながらの登りに次第
に疲れ始めます。交わす会話も少なくなったところで、例の鎖場です。雪を
被っていましたが、気温が高くて凍結しておらず、アイゼンは必要なし。と
はいっても、鎖に付着した雪のせいで滑りやすく、やはり緊張します。
鎖場を越えても積雪は相当のもので、雪の深い正規コースを斜面側に少し
はずしても、次第に足が上がらなくなってきます。ゼエゼエハアハア言いな
がら、やっとたどり着いた鍋割峠は、予定の１時間遅れで午後２時。峠のお
地蔵さんに挨拶しました。ところで、この地蔵様の由来をご存知の方いらっ
しゃいますでしょうか。
さて、鍋割峠でやっと遅い昼食をとる事にしました。地蔵様から少し横に
はずれた場所にあるテラス状の広場で雪を踏み固めて腰を下ろしました。
「さて、どうしようか。若いくせにＨ君め、俺よりくたばっている。鍋割
峠から下ろうか、山頂まで行って二股に下る方が楽だろうか」と思案しなが
らも、暖かいラーメンをすすりこむと、やっと人心地つきました。
まあ、ここから山頂のコースは、急斜面だし雪もそんなにつかないだろう。
それに３０分くらいの登りだから二股経由で大倉に行く方が楽だろうとの判
断で前進することに決定です。
ところが予想に反して、鍋割峠から山頂まで雪が深いうえに急斜面なので
歩きにくいこと。ほんの一部ですが、膝を使ってのラッセルまで経験してし
まいました。もうこうなると、ひたすら誰かの歩いた跡を探す事になります。
きれいな雪面に足跡を残してやろうなぞというロマンチックな気分は、どこ
かに吹き飛んでいます(^_^;)。

といったわけで、山頂にたどり着いたのは、予定の２時間弱遅れの午後も
３時過ぎです。途中から降り始めた雪も本格的になってきました。「それじゃ、
休まずに下りるべし」と相談し、山荘のビールに未練を残しての山頂素通り
となりました。実は、後で後悔しましたが・・・。
後沢乗越、二股のコースにも雪は、結構残っていました。１０００ｍあた
りまでの登山道はきれいに踏み固められていましたが、まだ凍結し始めてい
ないので、アイゼンを着ける必要もなかったですね。
なんだかんだ言いながらも、二股に５時前に到着しました。後は、林道歩
きですから、流石にほっとしました。
大きな牡丹雪が舞う中をひたすら歩いて、大倉に到着したのが６時前。停
まっていたバスに飛び乗りました。というわけで、ここ大倉でもビールを買
う暇がありません。まあ、渋沢駅で入手できるあろうと、まだ安心と余裕を
保ち、バスの中でで着替えをさせてもらいました。
さて、その渋沢駅です。改札口横のＯＫストア（キオスクみたいなの、Ｏ
Ｋストアと言ってますよね）に行って、
「ビ、ビ、ビール下さい」
。店のお
ばさん「いえ、うちは、アルコールは一切おいていません」
。
そっそっそんな～。
改札口の前のスーパならある、絶対あるはずである。Ｈ君と先を争ってか
け込み、店内をうろつくも、ビールの臭いも形も全くありません。レジのお
姉さん「いえ、うちは、アルコールは一切おいていません」と冷たい口調で
のたまいます。なんなんだ。渋沢地区は禁酒法が試行されているのか。
もう駅の外に出る気力・体力は残されていません。ホームのベンチで持参
したピーナッツをつまみながら缶コーヒーで乾杯いたしました。みなさん、
小田急の駅なのか渋沢特有なのかわかりませんが、ビールはないですよ。気
を付けましょう(^_^)。
HBA01110、横浜のＯＳＫ
－－－ＣＡＢ
雪山と化した丹沢で山遊び
誇大宣伝に終わったこの週末の大雪予報でしたが、皆さんはどうされました
でしょうか。私はというと、前の週末が仕事の山をさすらう羽目に陥いり、本
当の山の臭いを嗅げなかったものですから、もう土曜日にはワクワクしながら
ザックを引きずり出したのは言うまでもありません。
行き先未定のままザックの準備をしていると、久しぶりに某地域団体で知り
合った若い友人Ｈ君からの電話があり、なんだかんだ話をしているうちに鍋割
山、それもせっかくの雪なら雨山峠まわりで行こうという事になりました。
いやあ、幸か不幸かこれが正解で、たっぷりと雪と遊んで、いや遊ばれてく
たくたになって帰ってまいりました。
さて、いよいよ期待の日曜日です。心晴れ晴れ、空も快晴。言うことありま
せん。小田急の新松田駅からバスで寄の集落まで入ります。寄から小１時間の
林道歩きの後、キャンプ施設「みんなの森」を横切って登山口に入っても、雪
は全くありません。８００ｍを越えるあたりから、やっと数ｃｍくらいの積雪
になり、鍋割峠分岐の寄コシバ沢まで続きます。
「いやあ、これはどうした事であるか。コース選定をしたのは誰だ」と責任
をなすりつけあいながら、寄コシバ沢の分岐を通り過ぎると、なんと雪また雪
のオンパレードとあいなりました。特に「やどろぎ沢」では、３０から４０ｃｍ
くらいあったでしょうか。最近、入ったらしい１人の足跡が、残念ながらつい
ていました。神ならぬ身、この後のヨレヨレ状態を想像するべくもなく、勇気
凛々わざわざ踏み跡をはずして、ズボズボと踏み抜きながらの歩きとなりまし
た。
こうして、ほぼ予定通りの時刻に雨山峠到着。ここからの雪は少ないだろう
と思っていたら、なんのなんの２０から３０ｃｍはもちろんの事、一部の吹き
溜まり部ではもっと深かったですね。一歩一歩、雪を踏み抜きながらの登りに
次第に疲れ始めます。交わす会話も少なくなったところで、例の鎖場です。雪
を被っていましたが、気温が高くて凍結しておらず、アイゼンは必要なし。と
はいっても、鎖に付着した雪のせいで滑りやすく、やはり緊張します。

鎖場を越えても積雪は相当のもので、雪の深い正規コースから多少とも積雪
の少ない斜面側に道をはずしても、次第に足が上がらなくなってきます。ゼエ
ゼエハアハア言いながら、やっとたどり着いた鍋割峠は、予定の１時間遅れで
午後２時。峠のお地蔵さんに挨拶しました。
さて、鍋割峠でやっと遅い昼食をとる事にしました。地蔵様から少し横には
ずれた場所にあるテラス状の広場で雪を踏み固めて腰を下ろしました。
「さて、どうしようか。若いくせにＨ君め、俺よりくたばっている。鍋割
峠から下ろうか、山頂まで行って二股に下る方が楽だろうか」と思案しなが
らも、暖かいラーメンをすすりこむと、やっと人心地がつきました。
まあ、ここから山頂のコースは、急斜面だし雪もそんなにつかないだろう。
それに３０分くらいの登りだから二股経由で大倉に行く方が楽だろうとの判
断で前進することに決定です。
ところが予想に反して、鍋割峠から山頂まで雪が深いうえに急斜面なので
歩きにくいこと。ほんの一部ですが、膝を使ってのラッセルまで経験してし
まいました。もうこうなると、ひたすら誰かの歩いた跡を探す事になります。
きれいな雪面に足跡を残してやろうなぞというロマンチックな気分は、どこ
かに吹き飛んでいます(^_^;)。
といったわけで、山頂にたどり着いたのは、予定の２時間弱遅れの午後も
３時過ぎです。途中から降り始めた雪も本格的になってきました。「それじゃ、
休まずに下るべし」と相談し、山荘のビールに未練を残しての山頂素通りと
なりました。実は、後で後悔しましたが・・・。
後沢乗越、二股のコースには雪はないだろうと思っていたら、結構残って
いました。１０００ｍあたりまでの登山道はきれいに踏み固められていまし
たが、まだ凍結し始めていないので、アイゼンを着ける必要もなかったです
ね。なんだかんだ言いながらも、二股に５時前に到着しました。後は、林道
歩きですから、流石にほっとしました。
大きな牡丹雪が舞う中をひたすら歩いて、大倉に到着したのが６時前。停
まっていたバスに飛び乗りました。というわけで、ここ大倉でもビールを買
う暇がありません。まあ、渋沢駅で入手できるあろうと、まだ安心と余裕を
保ち、バスの中でで着替えをさせてもらいました。
さて、その渋沢駅です。改札口横のＯＫストア（キオスクみたいなの、Ｏ
Ｋストアと言ってますよね）に行って、
「ビ、ビ、ビール下さい」
。店のお
ばさん「いえ、うちは、アルコールは一切おいていません」
。
そっそっそんな～。
改札口の前のスーパならある、絶対あるはずである。Ｈ君と先を争ってか
け込み、店内をうろつくも、ビールの臭いも形も全くありません。レジのお
姉さん「いえ、うちは、アルコールは一切おいていません」と冷たい口調で
のたまいます。なんなんだ。渋沢地区は禁酒法が試行されているのか。
もう駅の外に出る気力・体力は残されていません。ホームのベンチで持参
したピーナッツをつまみながら缶コーヒーで乾杯いたしました。みなさん、
小田急の駅なのか渋沢特有なのかわかりませんが、ビールはないですよ。気
を付けましょう(^_^)。
ＣＡＢ１００５７ ＯＳＫ

表題:陣馬山
.陣馬山
*[01* 日
付<]'95/03/19＠日付
*[02* 山
系<]中央線＠山系
*[03* コ ー ス<]陣馬山
*[04 地図・案内<]山と高原地図 高尾・陣馬
［コース］ＪＲ八王子＝藤野－上沢井－１ノ尾根－陣馬山－明王峠－與瀬神社－相模湖駅
標高８５７ｍ，このあたりの最高峰で富士山、三ツ峠その向こうに南アルプスが見える。手前西方はおそらく秩父山
系と思われる屏風状の山
並が南北にひろがり雪を頂く金峰山が頭を出している。南方には蛭が岳を中心とする丹沢山
系が東西に広がる。山頂には茶店があり、高尾か
らの縦走ハイキングコース。途中の明王峠付近が桜の名所との事。
途中、ナラコ尾根を下ると鉱泉の宿３軒。

（９５／０３／１９）昨日の雨が、山では雪を期待して。予報がはずれ、天気回復遅れている。
7:24
7:31
8:19
8:30
9:00

竹山
鴫居
八王子
高尾着
藤野

(約 5 分の待)なんとボールペンを落とした。
8:35 小淵沢行き乗車 8:46 高尾発
なんと雨。団体がいたが、トンネルを出たところで、右の谷側にに下りていった。どういう
コースだろう？
雨もあがった。また途中で降り出す。

9:13
9:49
10:14
10:39
10:57
11:19
11:35

出発
上沢井尾根λ口
落合、合流

11:59
12:06
12:45
12:57
13:15
14:03
14:30
14:40

食事終了
下山
明王峠
林道、
大平小屋、休憩
与瀬神社
相模湖駅
発
なんと坐れない。 なんか疲れもないし、新組織対応を考えながら歩いたため、山に行った
かんじがしない! ゆっくり
山に打ち込める状態が理想だが、そんな事言ってると何時行けるかわからない。

和田分岐
次の和田分岐
山頂

日が差してきた
帽子拾う。濡れていないし、今落としたかんじ、持って行く事にする。
また雨。800m 付近から砂糖をまぶした程度の雪。
茶屋 3 つとも開いていた。順番にたづねていった。奥の茶屋にいた集団、その中の小母さん
の帽子であった。運んだか。山頂側の小屋に引返していたら、追っ掛けてきて、お礼にと
チューインガムをくれた。各小屋十数名か?
ガスでなにも見えない。雨も。
雪とぬかるみをまぜあわしたかんじ。雪を期待したが、ダメであった。
さすがに多い
左:美女谷温泉

陣場山漫歩
先日の丹沢・鍋割山で雪遊びができたことに味をしめて、この１９日は
中央線沿線の陣場山に足を運びました。もちろん前日の雨が山では雪になっ
た事を期待してであります(^_^)。
雪遊びには、
「流れ星子」さんの行かれた三ッ峠の方が良さそうですが、
残念ながら時間がかかりすぎます。このところやたらに忙しくて、山から
帰っても仕事が待っているので、近場にしました。実は、この前の鍋割山
もメロメロになって帰ってまいりましたが、その後の仕事が待っていまし
て、流石に辛かった(;_;)。もちろん、余裕を持った山歩きをしたいわけで
すが、そんな贅沢言ってると何時までも山に行けなくなります（イイワケ）
。
さて、陣場山にはいろんなコースがありますが、どちらかというとハイ
カー少な目の藤野駅からのコースが好みであります。今回入った上沢井か
らの「一ノ尾尾根」では、頂上まで誰にも会いませんでした。ただ、残念
ながら雪には恵まれず、８００ｍを越えたあたりから砂糖を振りかけたよ
うな雪があった程度です。
でも人気のあるハイキングコースですねえ。雨天にもかかわらず、頂上
の３軒あるお茶屋を順番に回ってみましたが、それぞれ１０人を越えるお
仲間がいました。
ところで、酔狂にお茶屋巡りをしたのには訳があります。実は、途中の
登山道に、小雨に濡れもせず汚れてもいない帽子が落ちていました。これ
は直前の先行者が落としていったなと思い、頂上まで持って行きました。
という事で、持ち主を訪ねてお茶屋を回りましたが、最後のお茶屋にいた
１０名程度の団体さんの中に持ち主がおられました（ヨカッタ、ヨカッタ）
。
雨とガスの中で食事を終えて、明王峠から与瀬神社、相模湖駅へと下り
ましたが、こちらの方がまだ雪が多少残っていました。もっとも、ドロン
コのぐちゃぐちゃ状態です。

では、簡単に
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
日 程：３月１９日（日）
山 域：高尾・陣馬
山 名：陣場山
ルート：高尾発、小淵沢行き乗車＝藤野駅－－－「一ノ尾尾根」入り口
8:46
9:00-9:15
9:50
陣場山山頂－－明王峠－与瀬神社－相模湖駅
11:35-12:05 12:45
14:03
14:30
地 図：昭文社「高尾・陣馬」
天 候：雨のち曇り
メンバ：単独
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
HBA01110、横浜のＯＳＫ

表題:石老山
.石老山
*[01* 日
付<]'95/04/02＠日付
*[02* 山
系<]中央線＠山系
*[03* コ ー ス<]石老山
*[04 地図・案内<]アルペンガイド丹沢
［コース］中央線相模湖＝石老山入り口－相模湖病院－顕鏡寺－石老山－大明神見晴らし台－ピクニックランド前
＝相模湖駅
相模湖の南岸にある標高６９４ｍの低山。道は明瞭で指導標も完備。ファミリーハイク向けの山で訪れる人も結構多い。
顕鏡寺までに富士山からきたと思われる大きな溶岩・奇岩があり、それぞれに名前がついている。相模湖を見おろせ、反
対側では丹沢から富士山にかけての眺望が得られる。
（’９５／０４／０２）やたら忙しくて時間がとれないので、手軽な山へ
7:45 竹山
曇り、もう暖かいが昨日ほどではなく桜は多少遅れるか。昨日で１分咲きくらい。
7:52 鴨居発
800 円？
8:37 八王子発
高尾行き。ホームに出る、即発車といったかんじ
8:45 高尾
大月、小淵沢行き。座れる程度の混雑ではある。やはりハイカーが多い。
8:57 相模湖
9:05 バス。小母さん、小父さんの大きな団体さんと一緒になる
9:15 石老山入り口
9:23 出発
9:46 顕鏡寺
アラレが降ってきた
10:15 融合見晴らし台 おばさん３人組を追い越す。山に来てまで、親父の悪口は・・・
10:32 山頂
２０人くらいいたかな。全体に霞と雲で展望悪く、富士山は見えない。丹沢がかすかに見える。
折角名も出、左の縦走路に入ってみる。牧馬へという標識。地図見ると道志に出るようだ。
10:50
一度行ってみたいが、バスの便を考えて、今回はパス。縦走路を少し行ったところに草原状
の広場あり。誰もいなくて静か。
11:20 大明神
富士山は見えないものの三ツ峠は霞を通して稜線が見える。
11:46
見晴らし台
陣馬から高尾への尾根はえらく長い！！！ 少し下ったところで食事。
12:08 キャンプ場
前もあったようだが、高床式のバンガロー。あんな簡単にのっけるという感じで大丈夫なんだ
12:30 バス停
１３：００までバスが無い、諦めて歩くことにする。車が多くて不愉快。
12:59 公園前
駅の二つくらい前で 13:04 のバスを待つ。ここからは渋滞もあるし、歩いた方が良かった。
多分、１３時のバスを待ったのと歩くので到着時間は同じだろう。

１週間前になりますが、気分転換に石老山に行ってきました。
あまり時間に余裕がないものですから、顕鏡寺から山頂、大明神
展望台を経て鼠坂、ピクニックランド前のコースを選びました。
次は、ツツジのシーズンに道志側に出るコースを行ってみようか
なと思っています。いくつかのコースがあるようですが、ここが
お勧めだというところを是非教えて下さい_(..)_ﾍﾟｺﾘ。
当日はいまひとつの天候でしたが、山頂は大勢のハイカーで賑

わっていました。そろそろハイキングシーズンになったようです
ね。雲が多くて丹沢の稜線がなんとか見分けられる程度で、残念
ながら富士山は影も形もない状態でした。それでも、見晴台から
見下ろす道志の牧歌的な村、相模湖を挟んでの高尾、景信山そし
て陣馬山と連なる山並みを眺めて、気分一新してきました。
日 程：４月２日（日）
山 域：高尾・陣馬
山 名：石老山
ルート：ＪＲ高尾＝相模湖駅＝石老山入り口－顕鏡寺－山頂
8:45
9:00
9:20
9:46
10:32
大明神展望台－キャンプ場－相模湖駅
11:20
12:08
13:10
地 図：昭文社「高尾・陣馬」
天 候：曇り
メンバ：単独
HBA01110、横浜のＯＳＫ

表題:大山北尾根－物見峠
.大山北尾根－物見峠
*[01* 日
付<]'95/04/08＠日付
*[02* 山
系<]丹沢＠山系
*[03* コ ー ス<]大山北尾根－物見峠
*[04 地図・案内<]
［コース］ 小田急秦野＝ヤビツ峠－大山頂上－北尾根－西沢の頭－ミズヒの頭－９００ｍ峰－鉄塔頂－１の沢峠
－物見峠－煤ガ谷＝本厚木
約 1200 年前、良弁大僧正によって開山。別名 阿夫利山または雨降山。標高 1252ｍ，表登山道のケーブルを利用して
も、ヤビツ峠からでも、標高差 約 500ｍの登り。高尾の様に公園化していないが、指導標もしっかりしており、道もまあ
まあ整備されている。表登山道、ヤビツ峠、日向薬師、広沢 寺とコースがある。交通の便が良い表コースは、信仰登山
のお年寄りから家族ハイクの幼児づれまで、天候，季節によらず結構の人出。
今回の北尾根は一般化されておらず、地図にも記載されていない。通常のハイキングの紹介にはみあたらない。新ハイ
キングには何回か投稿されていた。
（’９５／０４／０８日）N 夫妻と我ら夫婦の４人組
6:45 竹山発
曇り、まあ雨の予報だったわけだから良しとするか
6:54 鴨居
この前の電車は、
、まだ N さんがこないので見送る。むこうからＭＴＢをかついだおじさんが
来る。よく見ると村山さんだ。なんでも矢倉峠から明神そして小田原まで走るとのこと。
予定の 7：09 もひとつ前に乗車。結局は、小田急で一緒になるようだ。
7:24 町田
7:35 発
8:18 ヤビツ行きバス 8:55、9:0?,9:??と増えているようだ。満員だが、朝早いほうのせいか、多少の身動きはできる。
9:15 ヤビツ峠出発
途中、おばさん団体に山の同定をさせられる。
10:35 頂上
だいぶペースが遅かったかな。富士山も海の方も展望なし。裏側で表尾根稜線は見える。
不動の峰か蛭ガ岳かでわいわい。
11:25
12:10 鉄塔
ゆっくりと食事。晴れ渡ってきて、ぽかぽかと気持ちよい。
12:50 出発
ここで、後から来た３人組が先行。本日会った人はこれだけ。
13:40 一の沢峠
14:15 黒岩
流失していた橋は補修されていた。気持ちの良い広々とした河原でしばし休憩。
丸淵
通り過ぎてしまった。以前より水量が違っていたし、なんとなく風景が違うような気がし
た。最もよっている時間があったかどうか。
15:52 物見峠
前より１時間遅れだ、出発が４０分早いことを考えると２時間弱も余分。
16:27 分岐ベンチ
いやあ、N さんご主人の方がどんどん下っていく。北尾根でも先先と進んでいく。足もそう
だが、知らない道なのに怖い感じだが。
17:15 煤ヶ谷バス停
ビール飲みながら、約４０分もバスを待った。
本厚木の駅ビル上階で軽く飲み食い(^_^)

大山北尾根
４月８日、大好きなコースのひとつである大山北尾根に行ってきまし
た。鍋太郎達と行ったのは、９２年でしたっけ。このコース、昭文社の
山と高原地図「丹沢」にも破線でコースが記載されるようになってしま
いましたが、まだまだハイカーも少ないし、気持ちの良い自然林に囲ま
れての尾根歩き、そして沢沿いの道と変化に富んだ山歩きを楽しめます。
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
日 程：４月８日（土）
山 域：丹沢
山 名：大山北尾根
ルート：小田急秦野駅＝ヤビツ峠－大山山頂
8:18
9:15
10:35
西沢の頭－ミズヒの頭－一の沢峠－黒岩－物見峠
11:25
13:40
14:15 15:52
煤ヶ谷＝小田急本厚木
17:15
地 図：昭文社「丹沢」
天 候：晴れ
メンバ：先輩夫妻と私ら夫婦
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
大山北尾根には、鍋太郎さん達と行った９２年、９３年３月の「おお
づき尾根」
、９４年６月に今回の「一の沢峠コース」と８９年から毎年
１回訪問しています。いろんなバリエーションがあるようで、まだまだ
未踏破のところを残しております。８９年に初めて訪問した時は、道を
間違え唐沢川の源頭付近に出てしまった事があります。どうしても急斜
面を登ることができず、にっちもさっちもいかなくなって往生しました。
結局は、えんえんと大山までとってかえし、頭までドロンコ状態のまま、
暗闇の中を帰ってきました(^_^;)。
その後、札掛からぐるりと周囲をまわったりしまして、コースの感じ
を掴んでから再挑戦いたしました。
さて、今回は先輩ご夫妻から案内を頼まれて、一の沢峠から物見峠に
抜ける基本的なコースに行ってきました。流石に大山までは大勢のハイ
カーがおられましたが、北尾根への笹で作られた天然のゲートをくぐる
と途端に静寂になりました。数分の間、急斜面のヤブ漕ぎをすると、す
ぐ広いゆったりとした尾根道になります。ここからは訪れる人が少ない
ため、踏み固められていないクッションの効いた歩きやすい道となりま
す。
まだ、芽も吹き出していない雑木林の中を、西沢の頭そしてミズヒの
頭と軽い登りを通過すると、札掛の上の高圧線鉄塔のあるカヤトの原に
出ます。カヤトに囲まれたポカポカと気持ちの良い日溜まりで弁当を開
きました。暖かい自然に溶け込んでいく感じで動きたくなくなります。
雪の中でヒーヒー言いながらの山歩きも、日なったぼっこをゆったりと
するのも、どちらも良いですね。
鉄塔をすぎたすぐの所を右に分岐すると、一の沢峠、直進すると札掛
の方となります。右にとって、急斜面を暫く下ると、モミとかブナの大
木と植林された杉、檜のまじった尾根に出ます。長い下りに飽きてきた
頃に、ひょこっとベンチのある一の沢峠となります。物見峠と札掛を結
ぶ関東ふれあいの道ですね。
更に下り、林道を横切って沢に出たところが黒岩です。林道が通って
いて遊びに来る人も多いため、深い山奥のゴミもない清流とまではいき
ませんが、きれいな水の流れる広い河原になっています。ここにかけら
れた簡易橋ですが、昨年に来たときは流失していて渡渉しました。新し
い昭文社の地図にも橋流失と記載されていますが、もう修復されていま
す。靴を脱がずに済み助かりました。そこかしこに咲いている椿、きぶ
し、アブラチャン等を鑑賞しながら、しばしの休憩です。
ここからは、物見沢を何度か右に左に渡りながらのだらだら登りとな
ります。やはり昨年来たときに、崩れそうに壊れていた鹿止めの階段も

修復されていました。水量の多い沢で、小さな滝、淵になったところ、
小川のようになったところと変化に富んでいます。登山道から少しはず
れた所にある丸淵は、いかにも妖精でも（その時の天候・気分によって
は妖怪でも）出てきそうな雰囲気です。
さて、沢から離れて少し急な登りになると、そろそろ物見峠ですが、
それまでの疲れが表に出てきて、もう歩くの嫌だと思い始める筈です。
実は、初めての時にそうでした。でも安心して下さい。えーいっ、寝転
がってやろうと思ったときに、ひょこっと前方が開けて峠に出ます。
物見峠からは、辺室山方面へのコース、大山三峰に急登するコース、
煤ヶ谷に出る山腹に沿った平坦な道にわかれ、３０分ほどで煤ヶ谷への
下山道と大山三峰に登る分岐に出られます。
左側の谷には、様々な種類の木の花と新芽なんでしょうね、黄色を基
調にした中間色の花霞、桜ならぬ雑木の花霞が一面に広がっていました。
向こう側をはしる林道とおそらく車から捨てれられたのであろうゴミが
艶消しではありますが・・。
煤ヶ谷の舗装道に出る手前で畑の横を通りますが、いつもこの時間帯
に出会うおばあさんが、冬の間、土の中に埋めておいた親芋を掘り出し
ていました。芽が出てきたのを植えるそうです。いつからか、この方と
は言葉をかわすようになりまして、今回も芋の話を聞かせてもらいまし
た。バス停直前で、目の前をバスが通過してしまい、４０分ほども待つ
羽目になりましたが、まあ良しとしましょう。
ＣＡＢ１００５７ ＯＳＫ
－－－－－－－
N 先輩と大山北尾根
４月８日、大好きなコースのひとつである大山北尾根に行ってきまし
た。このコース、昭文社の山と高原地図「丹沢」にも破線でコースが記
載されるようになってしまいましたが、まだまだハイカーも少ないし、
気持ちの良い自然林に囲まれての尾根歩き、そして沢沿いの道と変化に
富んだ山歩きを楽しめます。
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
日 程：４月８日（土）
山 域：丹沢
山 名：大山北尾根
ルート：小田急秦野駅＝ヤビツ峠－大山山頂
8:18
9:15
10:35
西沢の頭－ミズヒの頭－一の沢峠－黒岩－物見峠
11:25
13:40
14:15 15:52
煤ヶ谷＝小田急本厚木
17:15
地 図：昭文社「丹沢」
天 候：晴れ
メンバ：N 先輩ご夫妻と私ら夫婦
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
大山北尾根には、近くは９３年３月の「おおづき尾根」、９４年６月
に今回の「一の沢峠コース」と、８９年から毎年１回訪問しています。
いろんなバリエーションがあるようで、まだまだ未踏破のところを残し
ております。８９年に初めて訪問した時は、道を間違え唐沢川の源頭付
近に出てしまった事があります。どうしても急斜面を登ることができず、
にっちもさっちもいかなくなって往生しました。結局は、えんえんと大
山までとってかえし、頭までドロンコ状態のまま、暗闇の中を帰ってき
ました(^_^;)。その後、札掛からぐるりと周囲をまわったりしまして、
コースの感じを掴んでから再挑戦いたしました。
さて、今回は N さんの奥様より案内を頼まれて、一の沢峠から物見
峠に抜ける基本的なコースに行ってきました。流石に大山までは大勢の
ハイカーがおられますが、北尾根への笹で作られた天然のゲートをくぐ
ると途端に静寂になりました。数分の間、急斜面のヤブ漕ぎをすると、

すぐ広いゆったりとした尾根道になります。ここからは訪れる人が少な
いため、踏み固められていないクッションの効いた歩きやすい道となり
ます。まだ、芽も吹き出していない雑木林の中を、西沢の頭そしてミズ
ヒの頭と軽い登りを通過すると、札掛の上の高圧線鉄塔のあるカヤトの
原に出ます。カヤトに囲まれたポカポカと気持ちの良い日溜まりで弁当
を開くと、暖かい自然に溶け込んでいく感じで動きたくなくなります。
鉄塔をすぎたすぐの所を右に分岐すると、一の沢峠、直進すると札掛
の方となります。右にとって、急斜面を暫く下ると、モミとかブナの大
木と植林された杉、檜のまじった尾根に出ます。長い下りに飽きてきた
頃に、ひょこっとベンチのある一の沢峠となります。物見峠と札掛を結
ぶ関東ふれあいの道ですね。
N さんは、昨年の１１月に三ツ峠にご一緒してから、山歩きされて
いないとの事。ところが、なんと先頭に立って身軽にすいすいと進まれ、
ついていくのがやっとです。あっ、奥様じゃなくて顧問の方です。いや
あ驚きました。今まで、ゴルフというのは軟弱な遊びだと思っていまし
たが、今後は評価を改めることにしました・・・もっとも人と腕にもよ
るのかな（シツレイ）
。
さて、更に下って林道を横切り、沢に出たところが黒岩です。林道が
通っていて遊びに来る人も多いため、深い山奥のゴミもない清流とまで
はいきませんが、きれいな水の流れる広い河原になっています。ここに
架けられていた簡易橋ですが、昨年に来たときは流失していて渡渉しま
した。新しい昭文社の地図にも橋流失と記載されていますが、もう修復
されています。靴を脱がずに済み助かりました。
そこかしこに咲いている椿、きぶし、アブラチャン等を奥様に教えて
頂き、鑑賞しながらのしばしの休憩です。
ここからは、物見沢を何度か右に左に渡りながらのだらだら登りとな
ります。やはり昨年来たときに、崩れそうに壊れていた鹿止めの階段も
修復されていました。水量の多い沢で、小さな滝、淵になったところ、
小川のようになったところと変化に富んでいます。登山道から少しはず
れた所にある丸淵は、いかにも妖精でも（その時の天候・気分によって
は妖怪でも）出てきそうな雰囲気です。
さて、沢から離れて少し急な登りになると、そろそろ物見峠ですが、
それまでの疲れが表に出てきて、もう歩くの嫌だと思い始める筈です。
少なくとも私は初めての時にそうでした。えーいっ、寝転がってやろう
と思ったときに、ひょこっと前方が開けて峠に出るといった感じです。
ところが、くやしいこ事に N さんは軽くクリヤーされてしまった。
物見峠には、いくつかのコースが集まっていますが、煤ヶ谷に出る山
腹に沿った平坦な道を選びます。左側の谷には、様々な種類の木の花と
新芽なんでしょうね、黄色を基調にした中間色の花霞・・桜ならぬ雑木
の花霞が一面に広がっていました。向こう側をはしる林道とおそらく車
から捨てれられたのであろうゴミが艶消しではありますが・・。
煤ヶ谷の舗装道に出る手前で畑の横を通りますが、いつもこの時間帯
に出会うおばあさんが、冬の間、土の中に埋めておいた親芋を掘り出し
ていました。芽が出てきたのを植えるそうです。いつからか、この方と
は言葉をかわすようになりまして、今回も芋の話を聞かせてもらいまし
た。バス停直前で、目の前をバスが通過してしまい、４０分ほども待つ
羽目になりましたが、まあ良しとしましょう。
－－－
大好きなコースのひとつである大山北尾根に行ってきました。
昭文社の地図に山と高原地図「丹沢」にも破線でコースが記載さ
れるようになってしまいましたが、まだまだハイカーも少ないし、
気持ちの良い自然林に囲まれての尾根歩き、そして沢沿いの道と
変化に富んだ山歩きを楽しめます。
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

日 程：４月８日（土）
山 域：丹沢
山 名：大山北尾根
ルート：小田急秦野駅＝ヤビツ峠－大山山頂
8:18
9:15
10:35
西沢の頭－ミズヒの頭－一の沢峠－黒岩－物見峠
11:25
13:40
14:15 15:52
煤ヶ谷＝小田急本厚木
17:15
地 図：昭文社「丹沢」
天 候：晴れ
メンバ：先輩夫妻と私ら夫婦
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
大山北尾根には、９３年３月に「おおづき尾根」
、９４年６月
に今回の「一の沢峠コース」と８９年から毎年１回訪問していま
す。いろんなバリエーションがあるようで、まだまだ未踏破のと
ころを残しております。８９年に初めて訪問した時は、道を間違
え唐沢川の源頭付近に出てしまった事があります。どうしても急
斜面を登ることができず、にっちもさっちもいかなくなって往生
しました。結局は、大山までとってかえし、頭までドロンコ状態
のまま、暗闇の中を帰ってきました(^_^;)。
その後、札掛からぐるりと周囲をまわったりしまして、コース
の感じを掴んでから再挑戦いたしました。現在では、地図にも破
線とはいえ記載されるようになりましたね。
さて、今回は先輩ご夫妻から案内を頼まれて、一の沢峠から物
見峠に抜ける基本的なコースに行ってきました。流石に大山まで
は大勢のハイカーがおられましたが、北尾根への笹で作られた天
然のゲートをくぐると途端に静寂になります。
数分の間、急斜面のヤブ漕ぎをすると、すぐ広いゆったりとし
た尾根道になります。ここからは訪れる人が少ないため、踏み固
められていないクッションの効いた歩きやすい道となります。
まだ、芽も吹き出していない雑木林の中を、西沢の頭そしてミ
ズヒの頭と軽い登りを通過すると、札掛の上の高圧線鉄塔のある
カヤトの原に出ます。カヤトに囲まれたポカポカと気持ちの良い
日溜まりで弁当を開きました。暖かい自然に溶け込んでいく感じ
で動きたくなくなります。雪の中でヒーヒー言いながらの山歩き
も、日なったぼっこをゆったりとするのも、どちらも良いですね。
鉄塔をすぎたすぐの所を右に分岐すると、一の沢峠、直進する
と札掛の方となります。右にとって、急斜面を暫く下ると、モミ
とかブナの大木と植林された杉、檜のまじった尾根に出ます。長
い下りに飽きてきた頃に、ひょこっとベンチのある一の沢峠とな
ります。物見峠と札掛を結ぶ関東ふれあいの道ですね。
更に下り、林道を横切って沢に出たところが黒岩です。林道が
通っていて遊びに来る人も多いため、深い山奥のゴミもない清流
とまではいきませんが、きれいな水の流れる広い河原になってい
ます。ここにかけられた簡易橋ですが、昨年に来たときは流失し
ていて渡渉しました。新しい昭文社の地図にも橋流失と記載され
ていますが、もう修復されています。靴を脱がずに済み助かりま
した。そこかしこに咲いている椿、きぶし、アブラチャン等を鑑
賞しながら、しばしの休憩です。
ここからは、物見沢を何度か右に左に渡りながらのだらだら登
りとなります。やはり昨年来たときに、崩れそうに壊れていた鹿
止めの階段も修復されていました。水量の多い沢で、小さな滝、
淵になったところ、小川のようになったところと変化に富んでい
ます。登山道から少しはずれた所にある丸淵は、いかにも妖精で
も（その時の天候・気分によっては妖怪でも）出てきそうな雰囲
気です。

さて、沢から離れて少し急な登りになると、そろそろ物見峠で
すが、それまでの疲れが表に出てきて、もう歩くの嫌だと思い始
める筈です。実は、初めての時にそうでした。でも安心して下さ
い。えーいっ、寝転がってやろうと思ったときに、ひょこっと前
方が開けて峠に出ます。
物見峠からは、辺室山方面へのコース、大山三峰に急登するコー
ス、煤ヶ谷に出る山腹に沿った平坦な道にわかれ、３０分ほどで
煤ヶ谷への下山道と大山三峰に登る分岐に出られます。
左側の谷には、様々な種類の木の花と新芽なんでしょうね、黄
色を基調にした中間色の花霞、桜ならぬ雑木の花霞が一面に広がっ
ていました。向こう側をはしる林道とおそらく車から捨てれられ
たのであろうゴミが艶消しではありますが・・。
煤ヶ谷の舗装道に出る手前で畑の横を通りますが、いつもこの
時間帯に出会うおばあさんが、冬の間土の中に埋めておいた親芋
を掘り出していました。芽が出てきたのを植えるそうです。いつ
からか、この方とは言葉をかわすようになりまして、今回も芋の
話を聞かせてもらいました。バス停直前で、目の前をバスが通過
してしまい、４０分ほども待つ羽目になりましたが、まあ良しと
しましょう。
HBA01110、横浜のＯＳＫ

表題:仏果山～経ガ岳
.仏果山～経ガ岳
*[01* 日
付<]'95/04/16＠日付
*[02* 山
系<]丹沢＠山系
*[03* コ ー ス<]仏果山～経ガ岳
*[04 地図・案内<]二万五千地図：厚木、上溝

ｱﾙﾍﾟﾝｶﾞｲﾄﾞ丹沢（山と渓谷者）で十分

［コース］小田急本厚木＝（半原行）＝野外指導センタ前－松葉沢沿い－仏果山－宮が瀬越－高取山
－野外教育センタ－半原＝本厚木＝町田
仏果山は 747ｍ、高取山 705m と低山の尾根を歩くハイキングコース。標高はそれ程でないが、仏果山、高取山には鉄
製の展望台があり、丹沢山系から関東平野に広がる 360 度のパノラマが得られる。仏果山から経ガ岳へのコースは、関東
ふれあいの道で一般的であるが、この高取山と仏果山をつなくハイキングコースも整備されている。ただ、両山は谷を挟
んで対侍しているため、眺望にあまり差がないのが残念である。

（’９５／０４／１６） 曇り。
7:44 竹山
8:17 町田発
8:35 本厚木バス停発
８時台は２５（４０）５０の３本、（）は休日。
9:20 撚糸組合前
半僧坊からだいぶあった。８２０円。バス停すごの半原神社によってみる。
建御名方命（たてみなかたのみこと）が祭神。鐘楼のある変わった神社だ。
9:30 出発
9:55 登山口
旧道は赤くした材木でクローズしてあった。新しい高架道路の下をくぐったら標識あり。
旧道は多分分断されていて通行不能と思われる。
10:15 林道
以前は、林道での分断はなかったと思うが？
10:55 仏果山頂上
流石に、ハイカー多し。子連れ多くてうるさいし、展望もないので 11:00 に縦走路へ。
11:20 縦走路ベンチ
１ｍくらいの幅のヤセ尾根。両側雑木と笹、左は町、右下は採石場。完全に赤剥け状態の
40 食事
採石場に深い緑色をした沼が見える。あれじゃ、妖精も怪物も住めないね。
12:20 林道
12:50 経石
12:54 経ガ岳
ファミリーが食事の支度中
13:01 下山
13:30 林道横切る
13:36 沢
しばし、堰堤で寝転がる、14:10

14:24 バス停

14:31

市内経由の厚木ＢＣ行き

仏果山と経ガ岳
コーヒーブレイクが山徘徊の話ばかりだと言ったそばから、仏果山訪問の
書き込みです(^_^)。
仏果山、経ガ岳というと、どのハイキングガイドにも出ている超有名コー
スです。宮が瀬の近くにあって、仏果山は７４７ｍ、経ガ岳は６３３ｍと低
山の尾根を歩くコースです。標高はそれ程ありませんが、仏果山には鉄製の
展望台があり、丹沢山系から関東平野に広がる３６０度のパノラマが得られ
ます。経ガ岳も丹沢方面の展望良好ですし、この間を結ぶヤセ尾根は雑木に
囲まれていて気持ち良く歩けます。両側が落ち込んでいて、遥か下には町、
村落とかが見渡せます。関東ふれあいの道に指定されています。
小田急本厚木から、駅前の半原行バスで４０分くらいで仏果山の入り口に
着きます。
土曜
８：２５、５０
９：０５、１５、４０、５５

休日
８：２５、４０、５０
９：０５、１５、２５、４０、４５、５５

バスは愛川町の中を通る旧道と平行した新道を通る２コースがあるようです。
旧道は撚糸組合前で下車、新道は野外教育センタ前で下車します。旧道の場合
は、バスの進行方向すぐの所を沢沿いに半原神社の中を通っていきます。新道
の場合は、バスの進行方向に対しＵターンする感じで坂を登ります。すぐ下り
になりまして、旧道からの沢沿いの道に出ます。
沢沿いに舗装道を登りますと昔の木造小学校の校舎のような糸工場に出ます。
工場をとうりすぎ、新しくできた立派な道路の高架をくぐると指導標がありま
す。それに従って左に山道を登りはじめて約１時間半で仏果山の山頂につきま
す。
仏果山の山頂には鉄製の展望台がありまして、丹沢山系と関東平野の３６０
度にひろがる展望が得られる筈ですが、今日は霞と雲で駄目でした。
仏果山からは、頂上の広場を横切り、左に下ります。すぐ右に分岐する野外
訓練センタ・高取山への道が出てきます。これを見送り、道なりに急勾配を下
りますと、すぐ両側が崖になった尾根道になります。途中、秋葉山ついで左へ
分岐する馬渡方面への道を見送り直進しますとベンチと鹿よけのフェンスのあ
るところに出ます。この後すぐ（仏果山から約３０分）で半原越方面への分岐
に出ます。木の階段のある急勾配の道を右に下ります。
分岐から約３０分で舗装された林道に出ます（半原越）。林道を横切れば、
次の経ガ岳への登山口です。約２０分で山頂ですが、結構きつい登りです。
山頂近くに経ガ岳のいわれを記載した看板と教典を入れたという孔のある大
きな岩が道をふさぐようにあります。この山頂からも丹沢山系が見渡せます。
経ガ岳から大山を中心とする一帯も山岳修験者の霊場だったとの事で、東の
方にある八菅神社に入峰者の名前、位、入峰回数などを記載した古文書が残っ
ているそうです。例によって、役の小角が出てきまして、７０３年に八菅山に
来てからこの地を起点として大山まで七宿三十カ所を約４９日で修行したそう
です。それにしても役の小角と弘法大師はいたるところに出てきますね。
さて、下りは山頂をとうりすぎて道なりに下って行きます。山頂すぐのとこ
ろに右に分岐する道がありますが、そちらは華厳山・高取山方面へ行ってます。
右下にゴルフ場を見ながら下ると鹿柵があり、これをくぐって右側の山腹に
ついた道を下りますと林道に出ます。これを右斜めに横断するとまた山道にな
ります。下っていくと堰堤に出ます。ここで沢を渡ります。水量はちょろちょ
ろといった感じで、運動靴程度でもＯＫですが、雨の後は増水している事があ

ります。ここは、私の好きなところのひとつで、雑木に囲まれた静かな空間で、
せせらぎの音を聞きながら休憩するのにいいですよ。山頂から約４０分です。
この後は、すぐ林道そして車道です。車道を左方向に横切ると旧道と新道の
分かれたところに出まして、堰堤から約２０分で半僧坊バス停につきます。冒
頭に書きました愛川町の旧道と新道の分かれ道のところで、従ってバス停もふ
たつあります。バスの本数は旧道の方が多いそうです。
旧道のバス停（半僧坊）時刻表

１４：
１５：
１６：
１７：
仏果山と経ガ岳

平日
５６
３６、５６
１１、２１、３６
０７、２１、５６

休日
３１、４６、５６
２６、３６、５１
０１、２１、３６、４６
０３、２１、３６、５１

睡眠時間を削ってでも山に行こうという、もう病気の領域に足を
突っ込んでしまったＯＳＫです。
というわけで、ハイキングガイドには必ず掲載されるポピュラーな仏
果山、経ガ岳に４年ぶりに行って来ました。丹沢山系の本体から少し離
れ、宮ヶ瀬の近くに位置します。仏果山は７４７ｍ、経ガ岳は６３３ｍ
と低山の尾根を歩くコースですが、仏果山には鉄製の展望台があり、丹
沢山系から関東平野に広がる３６０度のパノラマが得られます。経ガ岳
も丹沢方面の展望良好ですし、この間を結ぶヤセ尾根は雑木に囲まれて
いて気持ち良く歩けます。両側が落ち込んでいて、遥か下には町あるい
は村落が見渡せます。関東ふれあいの道なんですね。
小田急の本厚木駅から、駅前の半原行バスで４０分くらいで仏果山の
入り口に着きます。
土曜
８：２５、５０
９：０５、１５、４０、５５

休日
８：２５、４０、５０
９：０５、１５、２５、４０、４５、５５

バスには、愛川町の中を通る旧道を走る路線と旧道に平行した新道を
走る２コースがあるようです。旧道の場合は撚糸組合前で下車、新道の
場合は野外教育センタ前で下車します。
今回は、撚糸組合前から沢沿いに半原神社の中を通っていきました。
この半原神社は変わっていまして、鐘楼があります。縁起を記載した
説明書はありませんが、神仏混交のせいではなく、最初から神社に作ら
れた鐘のようです。祭神は建御名方命（たてみなかたのみこと）だそう
です。松葉沢に沿って舗装道を緩やかに登っていくと、昔の木造小学校
の校舎のような撚糸工場に出ます。今でも相当の生産量を誇っているら
しい。工場を通り過ぎ、新しくできた立派な高架道路の下をくぐると指
導標があります。それに従って左に山道を登りはじめて約１時間半で仏
果山の山頂につきました。
山頂にはファミリーハイキングの数組がいて賑やかでしたが、思った
よりハイカーは少なかったですね。天候がもうひとつのせいなんでしょ
うか、あるいは桜のある山に行った人が多いのか。
雲と霞で展望もないし、多少賑やかすぎますので、山頂は素通りし経
ガ岳への縦走路に足を踏み入れました。途端に静かになります(^_^)。
縦走路は幅が１ｍくらいのヤセ尾根ですが、歩きにくい所はありませ
ん。右手のはるか下には採石場があり、重機と作業小屋が点在していま
す。削られて砂漠のようになった広い敷地の端の方に深い緑色をした池
がぽつんと見えます。いかにもなにかの伝説がありそうですが、ああま
でむき出しになると、妖精といわず化け物も逃げ出してしまった事でしょ
う。

道なりに急な勾配を下りますと、すぐ両側が崖になった尾根道になり
ます。途中、秋葉山ついで左へ分岐する馬渡方面への道を見送り、直進
しますとベンチと鹿よけのフェンスのあるところに出ます。ここで食事
をとって、なおも下っていくと舗装された林道に出ました。多分、半原
越だと思います。
）
。林道を横切れば、次の経ガ岳への登山口です。約
２０分で山頂ですが、結構きつい登りです。
山頂近くに経ガ岳のいわれを記載した看板と教典を入れたという孔の
ある大きな岩が道をふさぐようにあります。
経ガ岳から大山を中心とする一帯も山岳修験者の霊場だったとの事で、
もう少し東の方にある八菅神社に入峰者の名前、位、入峰回数などを記
載した古文書が残っているそうです。例によって、役の小角が出てきま
して、７０３年に八菅山に来てからこの地を起点として大山まで七宿三
十カ所を約４９日で修行したそうです。それにしても役の小角と弘法大
師はいたるところに出てきますね。
さて、下りは山頂を通り過ぎて道なりにおりていきます。右下にゴル
フ場を見ながら下ると鹿柵があり、これをくぐって右側の山腹についた
道を下りますと林道に出ます。これを右斜めに横断するとまた山道にな
り、なおも下っていくと堰堤に出ます。
ここで沢を渡ります。水量はちょろちょろといった感じで、運動靴程
度でもＯＫですが、雨の後は増水している事があります。ここは、私の
好きなところのひとつで、雑木に囲まれた静かな空間で、せせらぎの音
を聞きながら休憩するのにいいですよ。山頂から約４０分です。
この後は、すぐ林道そして車道です。車道を左方向に横切ると旧道と
新道の分かれたところに出まして、堰堤から約２０分で半僧坊バス停に
つきます。冒頭に書きました愛川町の旧道と新道の分かれ道のところで、
従ってバス停もふたつあります。バスの本数は旧道の方が多いそうです。
旧道のバス停（半僧坊）時刻表

１４：
１５：
１６：
１７：

平日
５６
３６、５６
１１、２１、３６
０７、２１、５６

休日
３１、４６、５６
２６、３６、５１
０１、２１、３６、４６
０３、２１、３６、５１
ＣＡＢ１００５７ ＯＳＫ

睡眠時間を削ってでも山に行こうという、もう病気の領域に足を突っ
込んでしまった横浜のＯＳＫです。
というわけでコースを考える時間もなく、４年ぶりにポピュラーな仏
果山、経ガ岳に行って来ました。丹沢山系の本体から少し離れ、宮ヶ瀬
の近くに位置します。仏果山は７４７ｍ、経ガ岳は６３３ｍと低山の尾
根を歩くコースですが、仏果山には鉄製の展望台があり、丹沢山系から
関東平野に広がる３６０度のパノラマが得られます。経ガ岳も丹沢方面
の展望良好ですし、この間を結ぶヤセ尾根は雑木に囲まれていて気持ち
良く歩けます。両側が落ち込んでいて、遥か下には町あるいは村落が見
渡せます。関東ふれあいの道なんですね。
小田急の本厚木駅から、駅前の半原行バスで４０分くらいで仏果山の
入り口に着きます。
土曜
８：２５、５０
９：０５、１５、４０、５５

休日
８：２５、４０、５０
９：０５、１５、２５、４０、４５、５５

バスには、愛川町の中を通る旧道を走る路線と旧道に平行した新道を
走る２コースがあるようです。旧道の場合は撚糸組合前で下車、新道の
場合は野外教育センタ前で下車します。
今回は、撚糸組合前から沢沿いに半原神社の中を通っていきました。
この半原神社は変わっていまして、鐘楼があります。縁起を記載した
説明書はありませんが、神仏混交のせいではなく、最初から神社に作ら
れた鐘のようです。祭神は建御名方命（たてみなかたのみこと）だそう
です。松葉沢に沿って舗装道を緩やかに登っていくと、昔の木造小学校
の校舎のような撚糸工場に出ます。今でも相当の生産量を誇っているら
しい。工場を通り過ぎ、新しくできた立派な高架道路の下をくぐると指
導標があります。それに従って左に山道を登りはじめて約１時間半で仏
果山の山頂につきました。
山頂にはファミリーハイキングの数組がいて賑やかでしたが、思った
よりハイカーは少なかったですね。天候がもうひとつのせいなんでしょ
うか、あるいは桜のある山に行った人が多いのか。
雲と霞で展望もないし、多少賑やかすぎますので、山頂は素通りし経
ガ岳への縦走路に足を踏み入れました。途端に静かになります(^_^)。
縦走路は幅が１ｍくらいのヤセ尾根ですが、歩きにくい所はありませ
ん。右手のはるか下には採石場があり、重機と作業小屋が点在していま
す。削られて砂漠のようになった広い敷地の端の方に深い緑色をした池
がぽつんと見えます。いかにもなにかの伝説がありそうですが、ああま
でむき出しになると、妖精といわず化け物も逃げ出してしまった事でしょ
う。
道なりに急な勾配を下りますと、すぐ両側が崖になった尾根道になり
ます。途中、秋葉山ついで左へ分岐する馬渡方面への道を見送り、直進
しますとベンチと鹿よけのフェンスのあるところに出ます。ここで食事
をとって、なおも下っていくと舗装された林道に出ました。多分、半原
越だと思います。
）
。林道を横切れば、次の経ガ岳への登山口です。約
２０分で山頂ですが、結構きつい登りです。
山頂近くに経ガ岳のいわれを記載した看板と教典を入れたという孔の
ある大きな岩が道をふさぐようにあります。
経ガ岳から大山を中心とする一帯も山岳修験者の霊場だったとの事で、
もう少し東の方にある八菅神社に入峰者の名前、位、入峰回数などを記
載した古文書が残っているそうです。例によって、役の小角が出てきま
して、７０３年に八菅山に来てからこの地を起点として大山まで七宿三
十カ所を約４９日で修行したそうです。それにしても役の小角と弘法大
師はいたるところに出てきますね。
さて、下りは山頂を通り過ぎて道なりにおりていきます。右下にゴル
フ場を見ながら下ると鹿柵があり、これをくぐって右側の山腹についた
道を下りますと林道に出ます。これを右斜めに横断するとまた山道にな
り、なおも下っていくと堰堤に出ます。
ここで沢を渡ります。水量はちょろちょろといった感じで、運動靴程
度でもＯＫですが、雨の後は増水している事があります。ここは、私の
好きなところのひとつで、雑木に囲まれた静かな空間で、せせらぎの音
を聞きながら休憩するのにいいですよ。山頂から約４０分です。
この後は、すぐ林道そして車道です。車道を左方向に横切ると旧道と
新道の分かれたところに出まして、堰堤から約２０分で半僧坊バス停に
つきます。冒頭に書きました愛川町の旧道と新道の分かれ道のところで、
従ってバス停もふたつあります。バスの本数は旧道の方が多いそうです。
旧道のバス停（半僧坊）時刻表
平日

休日

１４：
１５：
１６：
１７：

５６
３６、５６
１１、２１、３６
０７、２１、５６

３１、４６、５６
２６、３６、５１
０１、２１、３６、４６
０３、２１、３６、５１

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
日 程：４月１６日（日）
山 域：丹沢
山 名：仏果山、経ガ岳
ルート：小田急本厚木駅＝撚糸組合前－仏果山
8:40
9:20
10:55
縦走路ベンチ－半原越－経ガ岳－－－沢の堰堤
11:20-11:40
12:20 12:54
13:50-14:10
半僧坊＝本厚木駅
12:24 15:35
地 図：昭文社「丹沢」
天 候：曇り
メンバ：単独
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
HBA01110、横浜のＯＳＫ

表題:岩殿山
.岩殿山
*[01* 日
付<]'95/04/29＠日付
*[02* 山
系<]中央線＠山系
*[03* コ ー ス<]岩殿山
*[04 地図・案内<]２万５千地図：大月

るるぶ関東周辺ハイキング

[コース] 中央線 大月－高月橋－丸山公園－岩殿山－築坂峠－兜岩－天神山－稚児落し－浅利－大月
大月駅の北東、桂川の北岸に位置する大きな岸壁をもつ風変りな山である。猿橋駅の北、宮下橋からも案外、近くに見
える。標高は６４３ｍと低いが南側が開けており、富士山，三つ峠から道志の山並の見事な眺望を楽しめる。古くは、僧
兵のいる寺であったらしい。戦国に入って、武田に岩殿城として利用された。現在、特に遺跡は残っていないが、施設の
名前を記入した案内板が立っている。全部を回ると数十分の時間が必要であろう。途中にアスレチック様の丸山公園もあ
り、山というより整備された小さな公園といった感じである。岩殿から兜岩方面への縦走路に入って、やっと山らしくな
る。兜岩の登りに２ケ所、稚児落しへの登り１ケ所に鎖場がある。距離はたいした事ないが、多少スリルあり。稚児落し
の岸壁は１００ｍ程の高さがあり、上にある細い道を歩く。たまたま風も強かったため、結構こわい思いをする。ここを
すぎれば普通の山道をくだり、浅利の集落におりる。
（９５／０４／２９） 連休初日、天気のましなのは今日くらいらしい。連れ合いと。
7:35
7:49
8:37
9:20
9:35
10:25

11:40
12:25
12:50
13:17

竹山
鴨居発
八王子着
大月着
出発
岩殿山
築坂峠
兜岩の鎖場
天神山
食事。
稚児落し
民家

曇り
１２６０円
8:46 八王子発 いやあ混んでいる

曇りで山頂からの展望は無し。10:35 縦走路に戻る
登山道をやたらふさぐオジサンがいていらいらする。鎖場でもたいへんなようであった。
浅利神社。道真公の像を祭る小さな祠でおくればせのお礼参り。横の広場でラーメン作って
次々とファミリー、団体のハイカーが来る。中には、地図も見てないらしい団体も。
写生している人がいた。
松の名木
橋倉鉱泉は入用のみ断られたし、真木鉱泉まで遠そうなので帰ることにする。

14:20 大月駅

とうとう計画する暇もないままに２９日から連休に入りました(^_^;)。
まあ、どこか近場の山に入れば良いかと思ってましたが、ＧＷをねらい打
ちしたかのように、お天気がもうひとつのようですね。カナディアンロッ

キーかどこか計画しときゃ良かった・・といっても手遅れですね。
まあ、多少ともましな天候であるらしい２９日を逃す手はないと、とり
あえず「岩殿山から稚児落とし」に行ってきました。中央線大月から徒歩
でアクセスできる手軽なコースです。このところ続いていた睡眠不足で起
きられるかな心配でしたが、そこは現金なものです。遊びとなると、ばっ
ちり目覚めますね(^_^)。
中央線に乗っていますと、猿橋駅から大月駅にかけて車窓の右側（北）
すぐのところに、岩壁のある小高い山が見えます。標高は６４３ｍと低い
が南側が開けており、８年前に行ったときは富士山，三つ峠から道志の山
並の見事な眺望を楽しめました。もちろん、今回は残念ながら眺望は皆無
であります。なんでも古くは、僧兵のいた寺であったらしい。戦国時代に
武家田に岩殿城として利用されたそう、その当時の施設を示す標識がある
だけで、遺跡は残っていません。途中にアスレチックのような施設のある
丸山公園もあり、山というより整備された小さな公園といった感じです。
岩殿山から兜岩方面への縦走路に入ると、やっと山らしくなります。兜
岩の登りに２ケ所、稚児落しへの登り１ケ所に小さな鎖場もあります。
途中、そこかしこに山ツツジが花をつけていました。また、縦走路に１
本だけですが、タラの木も見つけました。斜面に踏みいれば、タラの芽採
取も楽しめるかもわかりませんね。
兜岩と稚児落としの中間の天神山には道真公を祭った小さな祠がありま
す。この小広くなった山頂で、のんびりと昼食をとりました。８年前には
冬場のせいもあってか、人の気配は全くなく、独り占めで参拝した事を思
い出しました。今回は、次と次とファミリーハイク、中高年団体、あるい
は夫婦連れのハイカーの方々が賑やかに通過していきました。
稚児落しの岩壁は１００ｍ程の高さがあるでしょうか。岩壁上にある細
い道を歩くのは、なかなかスリルがあります。どーんと切り落ちた谷は新
緑の雑木の森になっています。その向こうには中央高速、そして大月の町
を挟んで霞のかかった山並みが広がっています。絵になる風景ですね。実
際、写生をされている方もいらっしゃいました。
稚児落としを過ぎて浅利の集落までにおりると、
「浅利の御座松」と名
前の付いた周囲４ｍはありそうな立派な松があります。じっくりと眺めた
ら、もと来た道を少し引き返し、作業小屋の間のわかりにくい道を浅利川
に下ると吊橋があります。川向こうの道路を川に沿って緩やかに登ってい
くと、約４０分くらいで橋倉鉱泉に出られます。実は、大月駅前から電話
をしましたが、休日のせいで混んでいるのか入浴を断れました。というわ
けで、今回は残念ながら温泉なしです。多少歩き足りないなと思いながら
大月駅まで戻ってきました。
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
日 程：４月２９日（土）
山 名：岩殿山、稚児落とし
ルート：中央線八王子＝大月駅－岩殿山－兜岩－－天神山
8:37
9:20,9:35 10:25
11:40-12:25
稚児落とし－浅利－大月
12:50
13:17 14:20
地 図：昭文社「高尾・陣馬」
天 候：曇り
メンバ：夫婦
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
HBA01110、横浜のＯＳＫ
ＰＳ 天気がもうひとつぱっとしませんね。３日が少しましなようなので
どこか行こうかなと思っています。
大峠まで車が入れるようになったとの事なので、雁ガ腹摺山に行
こうと予定していましたが、タクシーの通行はまだ許可されていな
いようです。初めての山歩きをする人もいるものですから、金山鉱

泉からだときついので、別の所を物色しています。
連休初日の２９日は岩殿山散策
とうとう計画する暇もないままに２９日から連休に入りました(^_^;)。
まあ、どこか近場の山に入れば良いかと思ってましたが、ＧＷをねらい打
ちしたかのように、お天気がもうひとつのようですね。カナディアンロッ
キーかどこか計画しときゃ良かった・・といっても手遅れですね。
まあ、多少ともましな天候であるらしい２９日を逃す手はないと、とり
あえず「岩殿山から稚児落とし」に行ってきました。中央線大月から徒歩
でアクセスできる手軽なコースです。このところ続いていた睡眠不足で起
きられるかな心配でしたが、そこは現金なものです。遊びとなると、ばっ
ちり目覚めますね(^_^)。
中央線に乗っていますと、猿橋駅から大月駅にかけて車窓の右側（北）
すぐのところに、岩壁のある小高い山が見えます。標高は６４３ｍと低い
が南側が開けており、８年前に行ったときは富士山，三つ峠から道志の山
並の見事な眺望を楽しめました。もちろん、今回は残念ながら眺望は皆無
であります。なんでも古くは、僧兵のいた寺であったらしい。戦国時代に
武家田に岩殿城として利用されたそう、その当時の施設を示す標識がある
だけで、遺跡は残っていません。途中にアスレチックのような施設のある
丸山公園もあり、山というより整備された小さな公園といった感じです。
岩殿山から兜岩方面への縦走路に入ると、やっと山らしくなります。兜
岩の登りに２ケ所、稚児落しへの登り１ケ所に小さな鎖場もあります。
途中、そこかしこに山ツツジが花をつけていました。また、縦走路に１
本だけですが、タラの木も見つけました。斜面に踏みいれば、タラの芽採
取も楽しめるかもわかりませんね。
兜岩と稚児落としの中間の天神山には道真公を祭った小さな祠がありま
す。この小広くなった山頂で、のんびりと昼食をとりました。８年前には
冬場のせいもあってか、人の気配は全くなく、独り占めで参拝した事を思
い出しました。今回は、次と次とファミリーハイク、中高年団体、あるい
は夫婦連れのハイカーの方々が賑やかに通過していきました。
稚児落しの岩壁は１００ｍ程の高さがあるでしょうか。岩壁上にある細
い道を歩くのは、なかなかスリルがあります。どーんと切り落ちた谷は新
緑の雑木の森になっています。その向こうには中央高速、そして大月の町
を挟んで霞のかかった山並みが広がっています。絵になる風景ですね。実
際、写生をされている方もいらっしゃいました。
稚児落としを過ぎて浅利の集落までにおりると、
「浅利の御座松」と名
前の付いた周囲４ｍはありそうな立派な松があります。じっくりと眺めた
ら、もと来た道を少し引き返し、作業小屋の間のわかりにくい道を浅利川
に下ると吊橋があります。川向こうの道路を川に沿って緩やかに登ってい
くと、約４０分くらいで橋倉鉱泉に出られます。実は、大月駅前から電話
をしましたが、休日のせいで混んでいるのか入浴を断れました。というわ
けで、今回は残念ながら温泉なしです。多少歩き足りないなと思いながら
大月駅まで戻ってきました。
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
日 程：４月２９日（土）
山 名：岩殿山、稚児落とし
ルート：中央線八王子＝大月駅－岩殿山－兜岩－－天神山
8:37
9:20,9:35 10:25
11:40-12:25
稚児落とし－浅利－大月
12:50
13:17 14:20
地 図：昭文社「高尾・陣馬」
天 候：曇り
メンバ：夫婦
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
ＣＡＢ１００５７ ＯＳＫ

表題:鶴ヶ鳥屋山
.鶴ヶ鳥屋山
*[01* 日
付<]'95/05/03＠日付
*[02* 山
系<]中央線＠山系
*[03* コ ー ス<]鶴ヶ鳥屋山
*[04 地図・案内<]昭文社「高尾・陣馬」
、付録のガイド記事
[コース] 中央線 笹子－宝越え－鶴ヶ鳥屋山－初狩
中央線の初狩駅から笹子駅の南側に沿った感じで東西に広がる本社ヶ丸、鶴ヶ鳥屋山は、御坂山塊のはずれに位置する
１３００－１６００ｍ程度の低山ではあるが、訪れる人も少なく静かな山歩きを楽しめる。
（９５／０５／０３） ＧＷで天気の良さそうなのは、４／２９、５／３そして最後の土日程度という予報であったが、
なんと小雨を伴う曇天。かえって、５／２の方が良かった。まあ、ともあれ連れ合い、長女と長女の友人そして橋口君の
５人で行く。
連休初日、天気のましなのは今日くらいらしい。連れ合いと。
6:24 竹山
曇り、八王子の先では小雨。
6:33 鴨居発
予定の電車の二つ前。１４２０円。橋口君と落ち合う電車がぎりぎりのため、俺だけ先に出る。
7:15 八王子→高尾
これだと、7:27 高尾の小淵沢行きに悠々間に合った。
7:57 高尾発
いやあ混んでいる。ホームが歩きにくい。小淵沢行きの列車をコーヒを飲みながら見送る。
その次の大月、河口湖行きの列車に乗る人大勢いるし、我々の予定している甲府行きを待つ
人も。時間あるので、トイレに並び、ホームに戻るが、橋口君も連れ合い達もみつからない。
諦めて、甲府行きに乗る。車両を歩くのがつらいので、諦めて本を読む。相模湖駅で停車中に、
ふと目を上げると連れ合いがいた。すぐ、橋口君もホームを歩いてくるのが見つけた。
というわけで、全員集合できた。どうも友人が遅れたようだ。
8:57 笹子着
途中、ぼつぼつ下りていったが、殆どの人は先まで行くようだ。笹子で下りたのは３０人くら
いのハイカーのみ。それも中高年ばかり。駅前で道を探している団体がいたので、声をかけ
ると案の定、鶴ヶ鳥屋山とのこと。殆どの人は滝子山に行ったようだ。駅前に標識がないた
め一瞬悩むが、すぐ右にとって坂をあがりきると鶴ヶ鳥屋山の小さな標識あり。後は道なり。
9:50 沢から分岐
道なりに林道を進むと簡易水道の施設、ログハウスを通過して林道終点。沢を横切り、沢沿い
に登ると標識のある分岐。左に急登する。
10:10 休憩
なかなかの急登であり、しばし休憩。
10:40 林道
林道に出る。これを横切り、側壁につけらた猿梯子をのぼると分断された登山道。
11:10 宝越え
本社ヶ丸からの縦走路。ところどころにミツバツツジの花。この縦走路からも三ツ峠か御巣高
-30
山らしいシルエットが見えるが判別できず。縦走路の両側は谷になっており、北は中央高速が
南は山並みが見える。谷間は雑木林で淡い新緑のカーテン。
12:20 山頂
途中、いくつものアップダウン。今度が山頂かと思うと、また向こうに小ピークがといった
13:40
感じ。途中からモミの植林帯にはいる。ここを過ぎると、尾根が広くなる。ついつい腰を下
ろしたくなるが、山頂まで行くことにする。実際、一緒になった団体さんはここで弁当。
山頂には、先行の団体さんと単独の男性がいた。小広い山頂で、我々の場所も確保できた。
弁当をひろげ、しばしのんびりとする。曇っているが、風がないので寒くはない。
14:10 通行止め
山頂を横切り東に進む。急斜面を下るとアカマツの植林帯。こちらの方が、ミツバツツジは
見事。下っていくと突然ロープで通行止めをした箇所に出る。見下ろすとどうも、左に林道
まで出ろと言うことのようだ。緊急に作られた道らしいところを下ると林道。右斜めに横
切ると分断された登山道へ。どうも林道造成で切り通しにされたようだ。
14:13 石標
恩６２９の石標。ここで左に分岐と直進する道に分かれる。どちらも初狩に出られるが、
沢のある直進コースを選択。
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再び、アカマツの植林の中を下る。
15:10? 沢
沢といっても、対岸は林道で河原のかんじ。タラの芽が少しある。
15:25 林道休憩
材木を重機で扱っている横を過ぎると県営の採種園。ここで、絆創膏をはりたいとう長女を
待って休憩
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15:40 近ヶ坂橋
立派な舗装道路だ。宅地造成もしている。リニヤ実験を当て込んでか？
16:15 初狩駅
ビールを飲み、身支度で４５分の列車を待つ。
変わった山名で常々気になっていた鶴ヶ鳥屋山へ行ってきました。当て字
なのか、意味をもっているのか、地図には「つるがとやさん」と振り仮名が
ついています。地元には「つるがたやさん」と書かれた標識もありました。
中央本線は大月のもうひとつ甲府寄り、隣の初狩駅から笹子駅にかけて、

線路に沿った南側に鶴ヶ鳥屋山、本社ヶ丸と東西に並んでいます。
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
日 程：５月３日（水）
山 域：御坂山塊
山 名：鶴ヶ鳥屋山 1374.4m
ルート：中央線八王子＝＝高尾＝＝笹子駅－－林道終点－－登山口
7:35
7:57 8:57,9:10
9:40
9:50
林道横切り－－宝越え－－－山頂－－－林道横切り－恩 629 石標
10:40
11:10-11:30 12:20-13:40 14:10
14:13-14:45
河原－初狩駅＝高尾
15:10 16:15
天 候：曇り
メンバ：夫婦、若い山友達１、娘とその友人の５人
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
今年のゴールデンウイークはお天気がもうひとつぱっとしませんね。その
うえ、
「明日は雨、明後日も雨」と安全側に偏った天気予報のせいで、余計
に悪天候のような気分になってしまいます。
さて、この３日、八王子あたりでは朝方に小雨が降っていましたが、ゴー
ルデンウイークの後半初日のせいか、あるいは数少ない晴天予報の日であっ
たせいか、高雄駅でホームを歩くのに苦労する程の人出、混雑でした。野辺
山とか茅野の方面に行かれる方が多いようで、笹子駅で下車したのは３０人
たらずでした。それでも、いつもの休日よりは多いようですが、皆さんハイ
カー、それも中高年ばかりというのには、自分を棚に上げて笑ってしまいま
す。ここからだと、滝子山、本社ヶ丸、鶴ヶ鳥屋山に行くくらいですから、
若者には渋すぎるでしょうね(^_^;)。
笹子駅を出て、駅前をすぐ右の坂を突き当たりまで行くと、鶴ヶ鳥屋山へ
という小さな手作りの標識があります。左に曲がる道なりに進むと林道に入
ります。沢を横切るところで、なんとなく林道の終点となり、暫く沢に沿っ
た登山道になります。１０分ほど行くと小さな標識のある分岐、沢から急斜
面を左に登る分岐に出ます。この標識が無いと見落としそうです。
かなりな急斜面を、北にむかってゼーゼーハーハーの小１時間で林道に出
ます。これを横切り、側壁につけられた鉄製の猿梯子を登れば、分断された
登山道です。ここらあたりから、ミツバツツジでしょうか、そこかしこに咲
く可憐な花を楽しめました。これでもかと一杯の花をつける庭ツツジと違っ
て、いかにも奥ゆかしい感じでいいですね。
ぶな等の落葉樹の中を約３０分の登りで宝越えという本社ヶ丸と鶴ヶ鳥屋
山の縦走路に出ました。御巣鷹山か三ッ峠山らしいシルエットが雲の向こう
にかすかに見える程度で、展望は皆無に近い状態でしたが、縦走路の両側の
谷間には新緑に染まる広葉樹の林が広がっています。中間色の淡い緑色を眺
めているとゆったりとした気分になってきます。
縦走路を東に、小さなアップダウンを１時間ほど繰り返すと鶴ヶ鳥屋山の
山頂となります。ところどころに多少急勾配の所もありますが、山歩きが初
めてという娘の友人もなんなくクリヤできました。山頂手前のモミの植林を
越えた小ピークからは、本社ヶ丸、黒い雲を被っており荒れていそうな三ッ
峠山を見られました。天候に恵まれれば、富士山から南アルプス方面も展望
できるのではないでしょうか。
山頂直前のアップダウンのあたりは広い尾根になます。我々は、山頂を目
指すことにしましたが、雑木に囲まれた草原の中で食事の支度をされている
団体もおられました。
山頂は、落葉樹に囲まれた広場になっていて、既に１組の団体と単独の男
性の方がおられました。本日の鶴ヶ鳥屋山は、我々を含めて約２０人が入山
したようですね。曇ってはいましたが、風がなく暖かかったものですから、
山頂では食事に散策、雑談とのんびりできました。
山頂を横切り東に進むと、かなり急な下山道となりますが、ハイカーが少

ない事もあるのでしょうね。柔らかくクッションの良い道です。こちら側の
方が日当たりも良いせいか、ミツバツツジの花が多かったですね。気持ちよ
く、アカマツの植林帯を下っていくと、突然ロープで進入禁止にされたとこ
ろにでました。強行突破はできそうですが、見下ろすとどうも林道にいった
ん下りる必要があるようです。ここはおとなしく、急誂えされたらしい道を
左に下りました。林道を右斜め方に横切ると、先ほどの登山道の続きがあり、
どうも林道造成で切り通しにされたようです。強行突破していると林道への
崖に出るところでした(^_^;)。
再び、アカマツの植林の中を少し進むと、恩６２９石標のある分岐に出ま
した。ところで、この「恩・・・石標」というのは、なんなんでしょうか。
この分岐はどちらをとっても初狩駅に出られるようです。山頂で一緒になっ
た団体さんは、左の方に下りて行かれました。じゃあ、というわけでもあり
ませんが、地図では沢がある直進コースの方を選びました。約３０分くらい
で沢に出ましたが、期待に反して、林道がここまで延びてきていまして、山
中の沢というよりは河原といった印象です。
重機で伐採した材木を扱っている区画、県営らしい採取園を過ぎると立派
な舗装道路を１時間ほど歩く羽目になりました。宅地造成もしているようで
すが、リニヤ実験線の通ることを期待しての開発なんでしょうか。
という事で、前々より気になっていた鶴ヶ鳥屋山に行って来ました。この
コースは標識は少ないですが、山系が単純でわかりやすいし、テープもつけ
られていますので、静かな山歩きをしようとい時には良さそうです。
HBA01110、横浜のＯＳＫ
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で、余計に悪天候のような気分になってしまいます。
さて、この３日、八王子あたりでは朝方に小雨が降っていましたが、
ゴールデンウイークの後半初日のせいか、あるいは数少ない晴天予報の
日であったせいか、高雄駅でホームを歩くのに苦労する程の人出、混雑
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山へという小さな手作りの標識があります。左に曲がる道なりに進むと
林道に入ります。沢を横切るところで、なんとなく林道の終点となり、
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登れば、分断された登山道です。ここらあたりから、ミツバツツジでしょ
うか、そこかしこに咲く可憐な花を楽しめました。これでもかと一杯の
花をつける庭ツツジと違って、いかにも奥ゆかしい感じでいいですね。
ぶな等の落葉樹の中を約３０分の登りで宝越えという本社ヶ丸と鶴ヶ
鳥屋山の縦走路に出ました。御巣鷹山か三ッ峠山らしいシルエットが雲
の向こうにかすかに見える程度で、展望は皆無に近い状態でしたが、縦
走路の両側の谷間には新緑に染まる広葉樹の林が広がっています。中間
色の淡い緑色を眺めているとゆったりとした気分になってきます。
縦走路を東に小さなアップダウンを１時間ほど繰り返すと鶴ヶ鳥屋山
の山頂となります。ところどころに多少急勾配の所もありますが、山歩
きが初めてという娘の友人もなんなくクリヤできました。山頂手前のモ
ミの植林を越えた小ピークからは、本社ヶ丸、黒い雲を被っており荒れ
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アルプス方面も展望できるのではないでしょうか。
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を目指すことにしましたが、雑木に囲まれた草原の中で食事の支度をさ
れている団体もおられました。
山頂は、落葉樹に囲まれた広場になっていて、既に１組の団体と単独
の男性の方がおられました。本日の鶴ヶ鳥屋山は、我々を含めて約２０
人が入山したようですね。曇ってはいましたが、風がなく暖かかったも
のですから、山頂では食事に散策、雑談とのんびりできました。
山頂を横切り東に進むと、かなり急な下山道となりますが、ハイカー
が少ない事もあるのでしょうね。柔らかくクッションの良い道です。こ
ちら側の方が日当たりも良いせいか、ミツバツツジの花が多かったです
ね。気持ちよく、アカマツの植林帯を下っていくと、突然ロープで進入
禁止にされたところにでました。強行突破はできそうですが、見下ろす
とどうも林道にいったん下りる必要があるようです。ここはおとなしく、
急誂えされたらしい道を左に下りました。林道を右斜め方に横切ると、
先ほどの登山道の続きがありました。どうも林道造成で切り通しにされ
たようです。強行突破していると林道への崖に出るところでした(^_^;)。
再び、アカマツの植林の中を少し進むと、恩６２９石標のある分岐に
出ました。ところで、この「恩・・・石標」というのは、なんなんでしょ
うか。この分岐はどちらをとっても初狩駅に出られるようです。山頂で
一緒になった団体さんは、左の方に下りて行かれました。じゃあ、とい
うわけでもありませんが、地図では沢がある直進コースの方を選びまし
た。約３０分くらいで沢に出ましたが、期待に反して、林道がここまで
延びてきていまして、山中の沢というよりは河原といった印象です。
重機で伐採した材木を扱っている区画、県営らしい採取園を過ぎると
立派な舗装道路を１時間ほど歩く羽目になりました。宅地造成もしてい
るようですが、リニヤ実験線の通ることを期待しての開発なんでしょう
か。
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です。
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表題:塔の岳～丹沢山～棚沢の頭～ユーシン～玄倉
.塔の岳～丹沢山～棚沢の頭～ユーシン～玄倉
*[01* 日
付<]'95/05/05＠日付
*[02* 山
系<]丹沢＠山系
*[03* コ ー ス<]塔の岳～丹沢山～棚沢の頭～ユーシン～玄倉
*[04 地図・案内<]
［コース］大倉－塔の岳
塔の岳－丹沢山－棚沢の頭－熊木沢出合－ユーシンロッジ－玄倉
（９５／０５，０６）６日には天候回復との予報。これからだと蛾が岳は無理だし、塔の岳からユーシン方面に出る
ことにする。
12:00 鴨居
文殊の件で所長にＦＡＸ入れようとするが何度も失敗。結局、電話したが、遅くなってしまった。
駅まで車で送ってもらう。
12:34 町田
ひとつ前の普通の本厚木で乗り継いだ方が早かったかも
13:14 渋沢
13:18 のバス。俺を入れて３人のハイカーがいた
13:30 大倉
昼飯を食べる。ラーメンと薫製卵
13:45 出発
14:30 ベンチ
15:10 駒止め茶屋
15:30 堀山の家
15:52 天神尾根分岐
16:25 花立山荘
なにやら山中武間らしい人達が小屋の工事をしていた
すぐ上の広場で親子がキャンプ
16:35 鹿が食事
逃げない
16:40 金冷やし
ここでも登山道に鹿が出てきて食事中。体重はあるし、角もある。こちらが遠慮して鍋割への
分岐に入るが逃げてくれない。意を決して後ろを通るが、心配そうにこちらを見るだけで平気。
17:07 山頂
流石に外には誰もいなかった。曇りでガスもあり寒い。中には大勢いた。花立てさんにもう後ろ
にいないかと聞かれる。なんでも１１人予約の団体が着かないそうだ。誰もいそうもないと
返事。ビールもらってから家に電話。ブレーカーを置き忘れてきたらしい。ショック。
S 氏から仕事の電話があったと聞き連絡する。
18:?? 食事
お茶をくれた
19:30 就寝
寒くなってきたので布団に潜り込む。すぐ眠ったらしい。１０時くらいに目が覚めてからは、
寝付き悪し。
３時から異に外をのぞいたら夜景は綺麗に見えた。ただその上は雲で日の出は駄目かも。
空は白んできたが、雲が多くて富士山も海も見えない
出発
4:50 の日の出はあきらめ、カロリーメイトを半分食べて出発。
草広場手前 テントははれそうだ。やたらに鹿がいるのでうるさいかも。
丹沢山
ミヤマ山荘はやっていた。ガスの中、風も出てきた。ここのベンチでカップラーメン。お湯がうま
く沸かなくて、ばりばりのラーメンだ。雨になると嫌だなと思ってが、少し明るくなってきたので
出発
6:45 休憩所
テントふたつ。同じ方向に単独者３人くらいが進む。
7:00 不動の峰
蛭ガ岳方面からも数組が来る。結構銀座なんだ。
7:15 棚沢の頭
遭難に備えて、俺がいることを印象づけてから尾根下りに入る。
20
すぐ下でブロッケンに遭遇。
8:00 広い草原
１０分ほど休憩でコーヒーを作る。学生の団体も下山中、追い越す。
8:30 広い尾根
ひのき植林、西側は雑木。少し下るとまた雑木林になる。
8:45 尾根分岐
地図でみられる分岐であろう。右の尾根に入る。標識はないが迷う心配はなさそう。
9:25 沢
熊木沢出会い。１０分休憩。すぐ下が塔の岳からの下山口。小さなダムがあるところ。水が非常に
綺麗。
9:39 熊木ダム
神奈川県企業庁 Ｓ３５／１建設。発電用
10:05 ユーシンロッジ
車がやたら多いので敬遠して直進。
10:55 例のトンネル
12:15 玄倉
もうメロメロになって到着。足が痛い。
13:16 バス
お天気が５日の遅くから回復に向かい、６日は晴天との予報を受け
て、昼過ぎて丹沢に行くことにしました。
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
3:30
4:00
4:35
5:10
5:45
6:10

起床

日 程：５月５日（金）６日（土）
山 域：丹沢
山 名：塔の岳、丹沢山、不動の峰、棚沢の頭
ルート：小田急渋沢＝大倉－－－－塔の岳
13:18 13:30-13:45 17:00
塔の岳－－丹沢山－－不動の峰－棚沢の頭－熊木沢－ユーシンロッジ
4:35 5:45-6:10
7:00
7:15
9:25
10:05
－玄倉＝＝＝新松田
12:15-13:16
天 候：曇りから晴れ
メンバ：単独
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
本当は、テント担いで四尾連湖から蛾ガ岳、三方分山そして精進湖
へと抜けてみたいと思っていましたが、５日の遅い出発ではとても無
理でしょう。山頂からのサティアン見物を諦めました（不謹慎(^_^;)）。
塔の岳ですと途中で暗くなっても大丈夫と、大倉を１３：４５に出
発しました。流石にこの時間ですとハイカーはいません。お天気が悪
かったためか、下山者も少なかったですね。思ったより足が進み山頂
には１７時に到着しました。
ところで、１６時を過ぎると鹿の夕食の時間となり、登山道にも出
没し始めます。以前は、人の気配で逃げ出していましたし、気づかず
に異常接近した時は、シマッタという感じで逃げ出す隙をうかがって
いました。ところが、今回はこちらの存在を無視されてしまいました。
多少気にはしているようですが、手を伸ばせば届く距離で後ろを通っ
ても、ちらと見るだけで食事を続けます。
人馴れしすぎたのか、ついに私も山の仲間として認知されたのか、
あるいは恐怖を持ってもらえない程に私の存在感がなくなったの
か－－－さて、正解はどれでしょうか。
それはともかく、山頂は雲につつまれて何の展望もありません。諦
めて持参の夕食をとり、翌日の晴天に期待して早々と布団に潜り込ん
でしまいました。その翌日ですが、なんと予報に相違して日の出はも
ちろん、富士山も見えません。というわけで早々と見切りをつけて４
時半には丹沢山にむかいました。早朝の山はなんか新鮮な感じがして
気持ちがいいものですね。そこかしこから流れてくる小鳥の囀りを聞
きながら、ブナの点在する草尾根を縦走しました。
話は変わりますが、丹沢の鹿の増減は諸説あるようですね。非科学
的な私の印象では相当に増えているように感じます。朝食中の鹿にい
たるところで遭遇しましたし、特に探したわけでもないのに２頭が死
んでいましたしね。食害で皮を無惨に剥がされた木も多かったように
思います。
さて、丹沢山でラーメンの朝食をとってから蛭ガ岳方面に足を向け
ました。不動の峰を通過し棚沢の頭からユーシンに下ることにしまし
た。これまでこのコースを下ったことがないもので、一度下りてみよ
うと思ったわけです。よしさんの下山コースと同じですね。
実は、蛭ガ岳からユーシン、塔の岳からユーシンと２回下りていま
して、その時は玄倉までの長い林道を二度と歩きたくないと思ってい
たのをすっかり忘れていました（健忘症(^_^)）
。
この下山コースですが、よしさんが歩かれたときは、ハイカーに会
わなかったそうですが、今回は多かったですよ。次々と登ってこられ
ました。寄－雨山峠のコースより多いように思いました。広い草原も
あり、良いコースですね。下山してからの沢沿いのコースも雰囲気は
良いんですが、なにせ長い。疲れてしまって楽しむところまでいかな
いというのが本音です。
やっとの思いでたどりついた玄倉では１時間のバス待ちですし、や

はりこのコースは運転手つきでないと・・・そんな神様のような方い
るわきゃないか。となると今度こそ忘れないように、ユーシンコース
はやめようと思っています。
それはそうと、丹沢山から棚沢の頭まで濃いガスに囲まれていまし
たが、下り始めた途端に明るくなってきました。後ろに太陽、前には
薄れかけたガスというシチュエーションになりました。そうなんです、
ブロッケンの起きる状況ですね。束の間ですが、木々の間に虹色の光
輪を戴いた影が見られました。丹沢で二回目のブロッケンに遭遇でき
ました。
HBA01110、横浜のＯＳＫ
駆け込みで塔の岳から不動の峰
お天気が５日の遅くから回復に向かい、６日は晴天との予報を受け
て、昼過ぎて丹沢に行くことにしました。ケー君に塔の岳行きを依頼
されていましたが、急に思い立っての山行きなものですから連絡もと
れず、ごめんなさい。
本当は、テント担いで四尾連湖から蛾ガ岳、三方分山そして精進湖
へと抜けてみたいと思っていましたが、５日の遅い出発ではとても無
理と、上からのサティアン見物を諦めました（不謹慎(^_^;)）。
塔の岳ですと途中で暗くなっても大丈夫と、大倉を１３：４５に出
発しました。流石にこの時間ですとハイカーはいません。お天気が悪
かったため、下山者も少なかったですね。思ったより、足が進み山頂
には１７時に到着しました。
ところで、１６時を過ぎると鹿の夕食の時間となります。登山道に
も出没し始めますが、以前は人の気配で逃げ出していました。気づか
ずに異常接近した時は、シマッタという感じで、逃げ出す隙をうかがっ
ていました。ところが、今回はこちらの存在を無視されてしまいまし
た。多少気にはしているようですが、手を伸ばせば届く距離で後ろを
通っても、ちらと見るだけで食事を続けます。
人馴れしすぎたのか、ついに私も山の仲間として認知されたのか、
あるいは恐怖を持ってもらえない程に私の存在感がなくなったの
か－－－さて、正解はどれでしょうか。
それはともかく、山頂は雲につつまれて何の展望もありません。諦
めて持参の夕食をとり、翌日の晴天に期待して早々と布団に潜り込ん
でしまいました。その翌日ですが、なんと予報に相違して日の出はも
ちろん、富士山も見えません。というわけで早々と見切りをつけて４
時半には丹沢山にむかいました。早朝の山はなんか新鮮な感じがして
気持ちがいいものですね。そこかしこから流れてくる小鳥の囀りを聞
きながら、ブナの点在する草尾根を縦走しました。
話は変わりますが、丹沢の鹿の増減は諸説あるようですね。非科学
的な私の印象では相当に増えているように感じます。朝食中の鹿にい
たるところで遭遇しましたし、特に探したわけでもないのに２頭が死
んでいました。皮を無惨に剥がされた木も多かったように思います。
さて、丹沢山でラーメンの朝食をとってから蛭ガ岳方面に足を向け
ました。不動の峰を通過し棚沢の頭からユーシンに下ることにしまし
た。これまでこのコースを下ったことがないもので、一度下りてみよ
うと思ったわけです。実は、蛭ガ岳からユーシン、塔の岳からユーシ
ンと２回下りていまして、その時は玄倉までの長い林道を二度と歩き
たくないと思っていたのをすっかり忘れていました（健忘症(^_^)）。
でも、このコースは想像以上に利用されているようで、次々と登っ
てこられる方とすれ違いました。寄－雨山峠のコースより多いように
思います。広い草原もあり、良いコースですね。
下山してからの沢沿いのコースも雰囲気は良いんですが、なにせ長
い。疲れてしまって楽しむところまでいかないというのが本音です。

やっとの思いでたどりついた玄倉では１時間のバス待ちですし、や
はりこのコースは運転手つきでないと・・・そんな神様のような方い
るわきゃないか。となると今度こそ忘れないように、ユーシンコース
はやめようと思っています。
それはそうと、丹沢山から棚沢の頭まで濃いガスに囲まれていまし
たが、下り始めた途端に明るくなってきました。後ろに太陽、前には
薄れかけたガスというシチュエーションになりました。そうなんです、
ブロッケンの起きる状況ですね。束の間ですが、木々の間に虹色の光
輪を戴いた影が見られました。丹沢で二回目のブロッケンに遭遇でき
ました。
ＣＡＢ１００５７ ＯＳＫ

表題:畦が丸
.畦が丸
*[01* 日
付<]'95/05/20＠日付
*[02* 山
系<]丹沢＠山系
*[03* コ ー ス<]畦が丸
*[04 地図・案内<]
［コース］新松田＝大滝橋－大滝峠上－避難小屋－山頂－西沢出会い－本棚－西丹沢自然教室＝新松田
（９５／０５／２０）山行きたいという連れ合いと。疲労はあるが、日曜日は下り坂の予報もあり土曜日に出る。
快晴だ。少し暑い感じ。湿度はそれほどでもなく爽やか
6:35 竹山
6:45 鴨居
久しぶりの晴天のせいか、あるいは春の行楽なのか、いつもより人が多く、ハイカーも目に付く。
7:05 町田
7:51 新松田
既にバス停には列ができていた。前の人までが座れるくらい。我々の後に来た人達で長蛇の列と
なり、積み残し。次のバスは１時間後だし、また全員乗れるかどうか。
8:25 バス発
ギュウ詰めにはならなかった。連れ合いは後ろの乗降部分に新聞をしたオジサンに座らせてもらう。
9:25 大滝橋
自由乗降区間なので頼めば降ろしてくれる。登山口の前で降りられた。
9:35 出発
すぐ沢沿い。綺麗な水だ。スライダ状の滝とか、泳ぐと良さそうな釜。途中、猿に出会う。
10:40 避難小屋
一軒家というらしい。中に数人いたようだが、入らず外で休憩した。１０分。
うるさいほど標識があるくせ、このうえの分岐で迷うところであった。何気なく行くと直進して
しまう。
11:30 大滝峠上
ベンチで１組の夫婦と単独行の人。この界隈の主のような人だ。今日も避難小屋に泊まるようで、
本とカセットを持っているらしい。澄んだ綺麗な笑顔の人だった。１０分休憩
12:45 避難小屋
ここに来るまでのコースは、若干急斜面もあるが、ブナの大木に囲まれた気持ちの良い尾根歩き
で疲れない。シロヤシオの見事な花も見つける。避難小屋には寝具もある立派な施設。先ほどの
単独行の人が来て、毛布を干し始めた。ここでのんびりするつもりであろう。
12:55 山頂
数組の人達が食事中。小さな虫がいっぱい飛んでいて、静止すると群がってくる。刺すことが
-13:25
ないので、まあ良いようなものの顔の前に来るとうるさい。感じはサンドフライみたい。
14:15 善六のタワ ここへ来るまでの間にシロヤシオの群生。満開の白い花を堪能。大きな木に成長しており、庭の
松のように曲がりくねっている。
14:50
15:00
15:05
-15
15:30
16:00
16:37

沢に到着
本棚分岐
本棚

滝のしぶきと陰のせいで寒いくらいだ

権現山入口 こちら側の沢も水がきれいで雰囲気も良いが、なんとなく大滝沢の方がより魅力的。
自然教室
バス
小型バスに大型の臨時便で座れた。

西丹沢というと、どうも交通の便を考えて二の足、三の足を踏んでいまし
たが、ダンさんの丹沢畦が丸ファミリ登山の報告（01358）を見て、この２０
日の土曜日に訪問しました。もちろん、お勧めの大滝沢から西丹沢自然教室
に出るコースを選びました(^_^)。

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
日 程：５月２０（土）
山 域：丹沢
山 名：畦が丸
ルート：小田急町田＝＝新松田＝＝大滝橋－－一軒家避難小屋
7:05
7:51-8:25
9:25
10:40
大滝峠上－－避難小屋－－畦が丸－－善六のタワ－－
11:30
12:45 12:55-13:25
14:15
本棚入口－－本棚－－本棚入口－－西丹沢自然教室
15:00
15:05
16:00
西丹沢自然教室＝＝新松田
16:37
天 候：晴れ
メンバ：連れ合いとふたり
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
数日前から続いた久しぶりの快晴も少しあやしくなってきましたが、
土曜日はまだまだ山歩き日和です。先週末は結婚式の出席で山に行け
なかったものですから、これはもう出かけないわけにはいきません。
連れ合いのどこかの山に連れていけとのご下命もありますしたね(^_^)。
西丹沢行きのバスは１時間に１本と数少ないためか、８時に到着し
た新松田駅前にはもう大勢のハイカーがならんでいました。半数以上
の方達が積み残されましたが、私どもはなんとか予定通りの出発がで
きました。やはり、不便なところですね（お雇い運転手が欲しい）。
それはともかく、丹沢湖のあたりから自由乗降区間となります。大
滝橋での停車を頼むと、大滝沢からの登り口で降ろしてもらえます。
通常の逆コースになるせいか、降りたのは私どもと４人の団体ひと組
と単独行のおふたりだけでした。ゆっくりと準備しているうちに皆さ
ん出発されたものですから、きれいな水の豊富な気持ちの良い沢を独
り占めで歩くことができました。天然のスライダーのような小滝、泳
いでみたいプールのような釜と、夏に遊びに来たいですね。人の気配
が少ないせいか、沢向こうで１匹の猿が食事中でした。いかにも逞し
そうな威厳のある雰囲気を持っていましたので、ボス猿かも。じっと
眺めているこちらに気づき威嚇されてしまいました(^_^)。
ダンさんの報告にありましたように、東海自然歩道として整備され
たせいか、うるさいほどに標識もありますし、どちらかというと公園
のような感じの歩きやすい山道を小１時間たどると一軒家避難小屋に
到着しました。ここから大滝峠上、そして畦が丸山頂までの樹林相は
ブナを主体とした落葉樹なんですね。丹沢山、蛭ガ岳方面では立ち枯
れ、あるいは倒木が目に付きますが、こちらは樹齢を重ねた太い木々
が生き生きとしています。大滝峠上を過ぎたところでは、シロヤシオ
が満開で、新緑の間から全景を見せてくれた富士山と合わせ、たっぷ
りと鑑賞することができました。もっとも山頂から西沢へ下る途中の
方がシロヤシオの群生地のようです。いたるところに大きく成長した
シロヤシオが花をつけており、その白い花にミツバツツジの赤と新緑
の緑が混じり合った素晴らしい眺めを楽しむことができました。
山頂手前の避難小屋は想像以上に立派でした。毛布とか布団も用意
されているんですね。大滝峠上で出会った西丹沢の主のような方は、
ここで泊まられるらしく、毛布の虫干しを始められました。ところで、
ここらあたりから山頂近辺にかけて、無数の小さな虫が飛び交ってい
ました。休憩すると顔の前に群がってきてうるさくてたまりません。
ニュージランドのサンドフライのような感じですね。こちらは、刺す
こともなく実害はないので、虫を無視して昼食です。
山頂から西沢方面の樹林相は大滝沢方面と若干異なっているようで
す。太い幹のシロヤシオの群生が目立ちましたが、一方ではブナなど

の倒木、立ち枯れが多少目につきます。特に、西斜面は代替わりをし
たのか若い木が多かったですね。
１時間少々の下りで沢に出ましたが、こちらに来た以上は、やはり
本棚には寄らないといけません。数年前の夏場に来て以来ですが、見
事な滝ですね。
こちら側も過剰とも思える程の数多くの標識があります。真新しい
感じなので、最近に作られたんでしょうね。大雨の増水時でなければ、
安心して歩けそうです。
ところで、こちら、西沢も豊富できれいな水に恵まれた良い沢です
が、最初に見たせいか、大滝沢の方がなんとなくより味わいがあるよ
うな気がしました。
自然教室に到着したのは午後４時頃で、余裕で１６：３７のバスに
間に合いました。小さめのバスに臨時で通常のバスと２台が出たおか
げで、ゆっくりと眠って帰ることができました。
一部のキャンプ場さえはずせば、西丹沢は思っていた以上に新鮮な
自然の溢れている事を再確認できました。連れ合いも大いに気に入っ
て、また来たいと言っています。
HBA01110、横浜のＯＳＫ
西丹沢は畦が丸へ
西丹沢というと、どうも交通の便を考えて二の足、三の足を踏んで
いましたが、折角の晴天という事で、この２０日の土曜日に畦が丸を
訪問しました。
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
日 程：５月２０（土）
山 域：丹沢
山 名：畦が丸
ルート：小田急町田＝＝新松田＝＝大滝橋－－一軒家避難小屋
7:05
7:51-8:25
9:25
10:40
大滝峠上－－避難小屋－－畦が丸－－善六のタワ－－
11:30
12:45 12:55-13:25
14:15
本棚入口－－本棚－－本棚入口－－西丹沢自然教室
15:00
15:05
16:00
西丹沢自然教室＝＝新松田
16:37
天 候：晴れ
メンバ：連れ合いとふたり
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
西丹沢行きのバスは１時間に１本と数少ないためか、８時に到着し
た新松田駅前にはもう大勢のハイカーがならんでいました。半数以上
の方達が積み残されましたが、私どもはなんとか予定通りの出発がで
きました。やはり、不便なところですね（お雇い運転手が欲しい）。
それはともかく、丹沢湖のあたりから自由乗降区間となります。大
滝橋での停車を頼むと、大滝沢からの登り口で降ろしてもらえます。
通常の逆コースになるせいか、降りたのは私どもと４人の団体ひと組
と単独行のおふたりだけでした。ゆっくりと準備しているうちに皆さ
ん出発されたものですから、きれいな水の豊富な気持ちの良い沢を独
り占めで歩くことができました。天然のスライダーのような小滝、泳
いでみたいプールのような釜と、夏に遊びに来たいですね。人の気配
が少ないせいか、沢向こうで１匹の猿が食事中でした。いかにも逞し
そうな威厳のある雰囲気を持っていましたので、ボス猿かも。じっと
眺めているこちらに気づき威嚇されてしまいました(^_^)。
東海自然歩道として整備されたせいか、うるさいほどに標識もあり
ますし、どちらかというと公園のような感じの歩きやすい山道を小１
時間たどると一軒家避難小屋に到着しました。ここから大滝峠上、そ

して畦が丸山頂までの樹林相はブナを主体とした落葉樹なんですね。
丹沢山、蛭ガ岳方面では立ち枯れ、あるいは倒木が目に付きますが、
こちらは樹齢を重ねた太い木々が生き生きとしています。大滝峠上を
過ぎたところでは、シロヤシオが満開です。新緑の間から全景を見せ
てくれた富士山と合わせ、たっぷりと鑑賞することができました。もっ
とも山頂から西沢へ下る途中の方がシロヤシオの群生地のようです。
いたるところに大きく成長したシロヤシオが花をつけており、その白
い花にミツバツツジの赤と新緑の緑が混じり合った素晴らしい眺めを
楽しむことができました。
山頂手前の避難小屋は想像以上に立派でした。毛布とか布団も用意
されているんですね。大滝峠上で出会った西丹沢の主のような方は、
ここで泊まられるらしく、毛布の虫干しを始められました。ところで、
ここらあたりから山頂近辺にかけて、無数の小さな虫が飛び交ってい
ました。休憩すると顔の前に群がってきてうるさくてたまりません。
ニュージランドのサンドフライのような感じですね。こちらは、刺す
こともなく実害はないので、虫を無視して昼食です。
山頂から西沢方面の樹林相は大滝沢方面と若干異なっているようで
す。太い幹のシロヤシオの群生が目立ちましたが、一方ではブナなど
の倒木、立ち枯れが多少目につきます。特に、西斜面は代替わりをし
たのか若い木が多かったですね。
１時間少々の下りで沢に出ましたが、こちらに来た以上は、やはり
本棚には寄らないといけません。数年前の夏場に来て以来ですが、見
事な滝ですね。
こちら側も過剰とも思える程の数多くの標識があります。真新しい
感じなので、最近に作られたんでしょうね。大雨の増水時でなければ、
安心して歩けそうです。
ところで、こちら、西沢も豊富できれいな水に恵まれた良い沢です
が、最初に見たせいか、大滝沢の方がなんとなくより味わいがあるよ
うな気がしました。
自然教室に到着したのは午後４時頃で、余裕で１６：３７のバスに
間に合いました。小さめのバスに臨時で通常のバスと２台が出たおか
げで、ゆっくりと眠って帰ることができました。
一部のキャンプ場さえはずせば、西丹沢は思っていた以上に新鮮な
自然の溢れている事を再確認できました。連れ合いも大いに気に入っ
て、また来たいと言っています。
ＣＡＢ１００５７ ＯＳＫ
西丹沢は畦が丸へ
西丹沢というと、どうも交通の便を考えて二の足、三の足を踏んで
いましたが、折角の晴天でもあるし、なんといっても「山に連れて行
け」との連れ合いからのご下命があり、この２０日に畦が丸を訪問し
ました。
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
日 程：５月２０（土）
山 域：丹沢
山 名：畦が丸
ルート：小田急町田＝＝新松田＝＝大滝橋－－一軒家避難小屋
7:05
7:51-8:25
9:25
10:40
大滝峠上－－避難小屋－－畦が丸－－善六のタワ－－
11:30
12:45 12:55-13:25
14:15
本棚入口－－本棚－－本棚入口－－西丹沢自然教室
15:00
15:05
16:00
西丹沢自然教室＝＝新松田

16:37
天 候：晴れ
メンバ：連れ合いとふたり
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
西丹沢行きのバスは１時間に１本と数少ないためか、８時に到着し
た新松田駅前にはもう大勢のハイカーがならんでいました。半数以上
の方達が積み残されましたが、私どもはなんとか予定通りの出発がで
きました。やはり、不便なところですね。
－－－お雇い運転手が欲しい。希望者募集中。
それはともかく、丹沢湖のあたりから自由乗降区間となります。大
滝橋での停車を頼むと、大滝沢からの登り口で降ろしてもらえます。
畦が丸の通常コースの逆になるせいか、降りたのは私どもと４人の団
体ひと組、それに単独行のおふたりだけでした。ゆっくりと準備して
いるうちに皆さん出発されたものですから、澄んだ水が豊富に流れる
気持ちの良い沢を独り占めすることができました。天然のスライダー
のような小滝、泳ぎたくなるような釜と、夏に遊びにきたいですね。
人の気配が少ないせいか、沢向こうで１匹の猿が食事中でした。いか
にも逞しそうな威厳のある雰囲気を持っていましたので、ボス猿かも。
じっと眺めているこちらに気づき威嚇されてしまいました(^_^)。
東海自然歩道として整備されたせいか、うるさいほどに標識もあり
ますし、どちらかというと公園のような感じの歩きやすい山道を小１
時間たどると一軒家避難小屋に到着しました。ここから大滝峠上、そ
して畦が丸山頂までの樹林相はブナを主体とした落葉樹なんですね。
丹沢山、蛭ガ岳方面では立ち枯れ、あるいは倒木が目に付きますが、
こちらは樹齢を重ねた太い木々が生き生きとしています。大滝峠上を
過ぎたところでは、シロヤシオが満開です。新緑の間から全景を見せ
てくれた富士山と合わせ、たっぷりと鑑賞することができました。もっ
とも山頂から西沢へ下る途中の方がシロヤシオの群生地のようです。
いたるところに大きく成長したシロヤシオが花をつけており、その白
い花にミツバツツジの赤と新緑の緑が混じり合った素晴らしい眺めを
楽しむことができました。
山頂手前の避難小屋は想像以上に立派でした。毛布とか布団も用意
されています。大滝峠上で出会った西丹沢の主のような方は、ここで
泊まるらしく、毛布の虫干しを始められました。ところで、ここらあ
たりから山頂近辺にかけて、無数の小さな虫が飛び交っています。休
憩すると顔の前に群がってきてうるさくてたまりません。ニュージラ
ンドのサンドフライのような感じですね。こちらは、刺すこともなく
実害はないので、虫を無視しての昼食を始めました。
さて、しばしの休憩をした後、西沢方面に下りましたが、こちら側
の樹林相は大滝沢方面と若干異なっているようです。太い幹のシロヤ
シオの群生が目立ちましたが、一方ではブナなどの倒木、立ち枯れが
多少目につきます。特に、西斜面は代替わりをしたのか若い木が多かっ
たですね。
さて、１時間少々の下りで沢に出ましたが、こちらに来た以上は、
やはり滝で有名な本棚に寄らないといけません。なかなか見事な滝で
すよ。数年前の夏場に来ていますが、岩の屏風に囲まれた小広場には
滝の水煙が立ちこめてひやっとしています。見事な滝ですね。
ところで、こちら側にも過剰とも思える程の数多くの標識がありま
す。真新しい感じなので、最近に作られたんでしょうね。大雨の増水
時でなければ、安心して歩けそうです。また、こちらの沢（西沢）も
豊富できれいな水に恵まれた良い沢ですが、最初に見たせいか大滝沢
の方がなんとなくより味わいがあるような気がしました。
自然教室に到着したのは午後４時頃で、余裕で１６：３７のバスに
間に合いました。小さめのバスに臨時で通常のバスと２台が出たおか

げで、ゆっくりと眠って帰ることができました。
一部のキャンプ場さえはずせば、西丹沢は思っていた以上に新鮮な
自然の溢れている事を再確認できました。連れ合いも大いに気に入っ
て、また来たいと言っています。

表題:鳥屋待沢、唐沢川
.鳥屋待沢、唐沢川
*[01* 日
付<]'95/05/28＠日付
*[02* 山
系<]丹沢＠山系
*[03* コ ー ス<]鳥屋待沢、唐沢川
*[04 地図・案内<]
［コース］本厚木＝煤ヶ谷－谷太郎川－権現橋－鳥屋待沢－権現橋
不動尻－唐沢峠－唐沢川源頭－唐沢峠－不動尻－広沢寺＝本厚木
（９５／０５／２８）ニフティで紹介のあった鳥屋待沢の調査、横田氏より紹介のあった唐沢川の源頭の調査に行った。
竹山
晴れ、暑くなりそう
鴨居
町田
町田にすごい数のアウトドア集団。車椅子の集団も。
本厚木バス バス停に凄い行列、とても乗れそうもない。どうも宮が瀬ダム行きの人が多いようだ。これなら、
広沢寺側から入れば良かったと後悔しながら並ぶ。結局、臨時も出てなんとか乗れた。
煤ヶ谷
数人から十人くらいの団体２組がいたか？ 谷太郎川方面には俺だけ。
出発
尻の沢を通って、清川リバーランド。コテージ、バーベキュウの設備あり。
すぐに権現橋。すれ違ったおばさんに聞いたら、この沢、地元では権現沢と言っているらしい。
9:50 堰堤
堰堤の銘板で鳥屋待沢である事を確認。堰堤の上が河原のようになっている。ここにﾊﾞｰﾍﾞｷｭｰの
あとがふたつ。fred さんかな。ちょっと上で、きれいな小川のようになり、もう少し行くと岩の
沢。左岸には立派な踏み跡。
10:20 権現橋
10:25-10:35
マス釣り場。大勢がつっている。みなさん、車。
ここからは山道。ずっと登りになる。
11:10 キャンプ場 下の広場近くに出る。手前で二組くらいがバーベキュウ。ひょっとしたら fred さん一家もいた
ようだ。
11:20 大山入り口
11:45 休憩
12:15 唐沢峠
ベンチあり。ちょっと手前にテープ標識で右に下る分岐。ベンチを過ぎたところにも分岐あり、
のぞていると高年のハイカーに声を掛けられた。結構、歩いているようで、手前の分岐がそう
で、二つの堰堤の所に出ると教えてもらう。北尾根の状況を教える。
12:25 源頭
下りてみる。やたら歩きにくいし、目印も少ない。堰堤はすぐ見えるが、まっすぐ下りると登り
返せそうもない。ずっと、右の方にトラバースする。
12:35 食事。
落っこちそうな斜面のところで食事。落ち着かず、１５分。
13:00 堰堤
記事通りに、二つの堰堤の間のゴーロに出る。いかにも荒れていて阻害された感じの場所。
この道は雨の後、相当に怖いであろう。
13:10 大山縦走路
13:50 キャンプ場 １０分休憩
14:55 バス停
15:04 バス
7:34
7:44
8:05
8:25
8:40
9:10
9:25
9:32

fred さん、こんばんわ。
おそまきながらのレスですが、母の日のエピソードを読ませて頂き
ました。時間に追われて、自然な気持ちからわき出してくる行動をと
もすると見失っている者にとって、たいへん嬉しいお話でした。
もっとも、年老いた両親を田舎において都会に出てきている私には、
なかなか辛いものがありましたが(^_^;)。
というわけで、早速ですが fred さんの行かれた鳥屋待沢の見学に

行ってきました。ついでに、大山の唐沢峠から唐沢川に降りる道の調
査をしてきました。もう随分前ですが、大山北尾根から唐沢川に降り
て峠に登り替えそうとして、道が分からず失敗しています。今回は、
上から調べてやろうというわけです。
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
日 程：５月２８（日）
山 域：丹沢
山 名：谷太郎川から唐沢峠、唐沢川
ルート：小田急町田＝＝本厚木＝＝煤ヶ谷－－一鳥屋待沢
不動尻－唐沢峠－唐沢川源頭－唐沢峠－不動尻
広沢寺温泉＝本厚木
天 候：晴れ、のち曇り
メンバ：単独
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
本厚木駅前のバス停に着いて、びっくり仰天。宮が瀬方面のバス停に
は、これまで見たこともない大人数のハイカーで長蛇の列ができていま
した。これは、しまった。広沢寺の方へ先に行けば良かったと思いまし
たが、もう手遅れ。乗れなきゃ、諦めて秋葉原にＭＯドライブを探しに
行くかと腹を決めて列に並びました。幸い、臨時便が出て座れないもの
の無事に出発できました。
ほとんどの方は宮が瀬に行くらしく、煤ヶ谷で下車したのは２台のバ
スで２０人くらいでした。みなさん、大山三峰に向かわれ、谷太郎川林
道は私だけでした。川沿いは大勢がバーベキュウをしていましたが、自
家用車組なんでしょう。少し歩くと権現橋に出まして、どうもここに流
れ込む沢が鳥屋待沢だろうないう感じです。ところが沢の名称はどこに
も書かれていないし、通りかかった地元の方に聞いても「さて？？」な
んですね。古老のお話では、
「権現沢」といっているという事でした。
まあ、いいいかと支流に足を踏み入れ、しばらくいくと堰堤がありまし
た。この堰堤に鳥屋待沢という銘板がしかっりとついていました。
fred さんのとっておきの場所をあまり詳しく書くとまずいかな(^_^;)。
野外料理を楽しむのに良いところですね・・くらいにしておきましょう。
なお、沢の左岸にしっかりとした道が延びていましたが、これは大山三
峰の尾根のどこかまで通じているのかしら。これは、また日を改めて調
査する事にして、谷太郎川に戻りました。
ここからマス釣り場まで林道で車も入ってきますが、過ぎると不動尻
まで山道なんですね。実は、ここを歩くのは初めてなんです。多分、違
反でしょうが、テントも張れそうですね。
想像していたより登りがありますが、なかなか気持ちの良い沢でした。
もっとも、鼻歌歩きを想定していたものですから、不動尻から唐沢峠ま
でひーひー言ってしまいました(^_^;)。
唐沢峠で西側の沢方面を覗いていると、熟年のベテランハイカーに声
をかけられました。おかげで、自信をもって唐沢川の源頭へ下ることが
できました。ほんの１０分くらいの距離なんですね。でも、雨あがりに
は入りたくないです。結構、掴まるものが少なく急斜面です。土も柔ら
かくて足を乗せるとズルズルと崩れていく感じでした。ひとまず、古び
た堰堤まで下り、本日はここまでとして峠に戻ってきました。次の機会
には、大山北尾根から入ってみようと思っています。
HBA01110、横浜のＯＳＫ
今回はコースの調査に
来週に金峰山、端牆山を予定している事もあって、この週末には特に
計画もないものですから、大山の唐沢峠から唐沢川に降りる道の調査を
してきました。もう随分前ですが、大山北尾根から唐沢川に降りて峠に

登り替えそうとして、道が分からず失敗しています。今回は、上から調
べてやろうというわけです。
で、どうせ行くならこれまで通った事のない煤ヶ谷から谷太郎川沿い
の道を歩き、途中の鳥屋待沢の様子も調べてやろうというわけです。
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
日 程：５月２８（日）
山 域：丹沢
山 名：谷太郎川から唐沢峠、唐沢川
ルート：小田急町田＝＝本厚木＝＝煤ヶ谷－－一鳥屋待沢
不動尻－唐沢峠－唐沢川源頭－唐沢峠－不動尻
広沢寺温泉＝本厚木
天 候：晴れ、のち曇り
メンバ：単独
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
本厚木駅前のバス停に着いて、びっくり仰天。宮が瀬方面のバス停に
は、これまで見たこともない大人数のハイカーで長蛇の列ができていま
した。これは、しまった。広沢寺の方へ先に行けば良かったと思いまし
たが、もう手遅れ。乗れなきゃ、諦めて秋葉原にＭＯドライブを探しに
行くかと腹を決めて列に並びました。幸い、臨時便が出て座れないもの
の無事に出発できました。
ほとんどの方は宮が瀬に行くらしく、煤ヶ谷で下車したのは２台のバ
スで２０人くらいでした。みなさん、大山三峰に向かわれ、谷太郎川林
道は私だけでした。川沿いは大勢がバーベキュウをしていましたが、自
家用車組なんでしょう。少し歩くと権現橋に出まして、どうもここに流
れ込む沢が鳥屋待沢だろうないう感じです。ところが沢の名称はどこに
も書かれていないし、通りかかった地元の方に聞いても「さて？？」な
んですね。古老のお話では、
「権現沢」といっているという事でした。
まあ、いいいかと支流に足を踏み入れ、しばらくいくと堰堤がありまし
た。この堰堤に鳥屋待沢という銘板がしかっりとついていました。
実は、この沢はパソコン通信で知りました。紹介された方のとってお
きの場所という事ですので、あまり詳しく書くとまずい(^_^;)。紹介通
り野外料理を楽しむのに良いところですね・・くらいにしておきましょ
う。なお、沢の左岸にしっかりとした道が延びていましたが、これは大
山三峰の尾根のどこかまで通じているようでもあります。これは、また
日を改めて調査する事にして、谷太郎川に戻りました。
ここからマス釣り場まで林道で車も入ってきますが、過ぎると不動尻
まで山道なんですね。実は、ここを歩くのは初めてなんです。多分、違
反でしょうが、テントも張れそうですね。
想像していたより登りがありますが、なかなか気持ちの良い沢でした。
もっとも、鼻歌歩きを想定していたものですから、不動尻から唐沢峠ま
でひーひー言ってしまいました(^_^;)。
唐沢峠で西側の沢方面を覗いていると、熟年のベテランハイカーに声
をかけられました。おかげで、自信をもって唐沢川の源頭へ下ることが
できました。ほんの１０分くらいの距離なんですね。でも、雨あがりに
は入りたくないです。結構、掴まるものが少なく急斜面です。土も柔ら
かくて足を乗せるとズルズルと崩れていく感じでした。ひとまず、古び
た堰堤まで下り、本日はここまでとして峠に戻ってきました。次の機会
には、大山北尾根から入ってみようと思っています。
ＣＡＢ１００５７ ＯＳＫ
横田さん、こんばんわ。教えていただいた唐沢川の源頭に唐沢峠か
ら下りてみました。
ついでに、パソコン通信で教わった鳥屋待沢もちょこっと見てきま
した。母の日にお母さんを背負って野外料理に連れて行かれたそうで
す。

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
日 程：５月２８（日）
山 域：丹沢
山 名：谷太郎川から唐沢峠、唐沢川
ルート：小田急町田＝＝本厚木＝＝煤ヶ谷－－一鳥屋待沢
不動尻－唐沢峠－唐沢川源頭－唐沢峠－不動尻
広沢寺温泉＝本厚木
天 候：晴れ、のち曇り
メンバ：単独
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
本厚木駅前のバス停に着いて、びっくり仰天。宮が瀬方面のバス停に
は、これまで見たこともない大人数のハイカーで長蛇の列ができていま
した。これは、しまった。広沢寺の方へ先に行けば良かったと思いまし
たが、もう手遅れ。乗れなきゃ、諦めて秋葉原にＭＯドライブを探しに
行くかと腹を決めて列に並びました。幸い、臨時便が出て座れないもの
の無事に出発できました。
ほとんどの方は宮が瀬に行くらしく、煤ヶ谷で下車したのは２台のバ
スで２０人くらいでした。みなさん、大山三峰に向かわれ、谷太郎川林
道は私だけでした。川沿いは大勢がバーベキュウをしていましたが、自
家用車組なんでしょう。少し歩くと権現橋に出まして、どうもここに流
れ込む沢が鳥屋待沢だろうないう感じです。ところが沢の名称はどこに
も書かれていないし、通りかかった地元の方に聞いても「さて？？」な
んですね。古老のお話では、
「権現沢」といっているという事でした。
まあ、いいいかと支流に足を踏み入れ、しばらくいくと堰堤がありまし
た。この堰堤に鳥屋待沢という銘板がしかっりとついていました。
紹介者のとっておきの場所をあまり詳しく書くとまずいかな(^_^;)。
堰堤の上の広くなったところは小川のような感じですし、ちょっと上に
行くと岩の沢といった感じの良いところです。静かに野外料理を楽しむ
のに最適のところですね・・くらいにしておきましょう。
なお、沢の左岸にしっかりとした道が延びていましたが、これは大山
三峰の尾根のどこかまで通じているのかしら。横田さん、知ってます。
地元の人は落下事故があったと迷惑そうに話してました。これは、また
日を改めて調査する事にして、谷太郎川に戻りました。
ここからマス釣り場まで林道で車も入ってきますが、過ぎると不動尻
まで山道なんですね。実は、ここを歩くのは初めてなんです。多分、違
反でしょうが、テントも張れそうですね。
想像していたより登りがありますが、なかなか気持ちの良い沢でした。
もっとも、鼻歌歩きを想定していたものですから、不動尻から唐沢峠ま
でひーひー言ってしまいました(^_^;)。
唐沢峠で西側の沢方面を覗いていると、熟年のベテランハイカーに声
をかけられました。おかげで、自信をもって唐沢川の源頭へ下ることが
できました。ほんの１０分くらいの距離なんですね。でも、雨あがりに
は入りたくないです。結構、掴まるものが少なく急斜面です。土も柔ら
かくて足を乗せるとズルズルと崩れていく感じでした。ひとまず、古び
た堰堤まで下り、本日はここまでとして峠に戻ってきました。次の機会
には、大山北尾根から入ってみようと思っています。

表題:金峰山、瑞牆山
.金峰山、瑞牆山
*[01* 日
付<]'95/06/03＠日付
*[02* 山
系<]奥秩父＠山系
*[03* コ ー ス<]金峰山、瑞牆山
*[04 地図・案内<]
［コース］塩山＝大弛峠－朝日岳－金峰山－大日岩－富士見平－瑞牆山荘
瑞牆山荘ー富士見平－天鳥川－瑞牆山－点鳥川－富士見平－瑞牆山荘＝増富温泉＝韮崎駅

（９５／０６／０３、０４）N 夫妻と我ら夫婦。昨年、計画した瑞牆山は荒天でながれた。今回は、多少の雨でも行
こうと話。
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10:05
11:20
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14:30

15:25
16:00
16:43
17:05
17:20

18:00

長女に鴨居駅まで送ってもらう。白山によって N さん夫婦を拾う。
鴨居
八王子
６：５６発？
塩山
峡東タクシー ３３－３１２０、予約しないと危ない。１７０００円
大弛峠
駐車場にはかなり停まっていた。標高２３４０ｍ。
出発
駐車場横が入り口。寒い、雪が残っていた。
朝日岳
先行の団体が休憩していた。小広くなっているが、実は朝日岳は少し先。
鉄山
くろがねやま。森林限界を超えて岩とハイマツのアルペンムード。山頂手前は岩のごろごろした
広場。岩を積んだ小屋が作られていた。
山頂
大きな岩が積みあがった山頂。風が強く、寒い。五丈岩も見えないガス。
岩影に入って食事、風が回り始めて非常に寒い。そそくさと食事を終えて、山頂標識に戻り
写真。吹き飛ばされそうで岩尾根を歩くのが怖い。
内側へ
ここから岩尾根よりはずれる。道を間違えそうになる。俺だけだと多分間違って岩尾根を直進し
ただろう。
大きな岩に苔がつき、大きな木まで生えている。幽玄な雰囲気。
大日岩
見上げる大きな岩。五丈岩といい、どうしてこんな大きな岩ができたのだろう。
大日小屋
富士見平
雨の中、キャンプが数個。成果展での疲れも出て、明日が心配。
林道
瑞牆山荘
立派な舗装林道。山小屋というよりペンションの感じ。風呂もある。畳の部屋で暖かい布団。
２食で８０００円は安い。
ニュージランドの小屋を思い出す雰囲気。
食事
食事の後、風呂に入る。部屋でビールを飲みながら雑談。
雨が激しくなってきた。明日は朝に考えることにして、９時頃に就寝。ぐっすりと眠られた。

翌日は、６時前に起床。思ったほど疲れてはいないし、雨も小やみ状態。しかし、なんとなく面倒になったうえ N さん
は起きてこない。なんとなく中止したい雰囲気で意見がまとまる。
小屋の主人に聞いた近くの散策コースに出る。車代も増富までマイクロ、その後バスだとタクシーと変わらないという
事で、散策から戻ってタクシーを呼ぶ。
三共タクシー ０５５１－４２－２３２８ ９０００円
６月３日、４日と先輩のＮ夫妻と金峰山、瑞牆山に行った事を聞きつけら
れた方より「報告がない」と責められましたが、流石に成果展エスコートの
一夜漬けやらなにやらで、忙しくて雑文を作っている暇がありません。
水曜になってなんとか、パソコン通信の仲間に連絡した内容を元にでっち
上げる事ができました。
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
日 程：６月３（土）
、４日（日）
山 域：奥秩父
山 名：金峰山
ルート：１日目
中央線八王子＝＝塩山＝＝大弛峠－－朝日岳
6:55
8:22
9:52
11:20
鉄山－－金峰山－－千代の吹上－－大日岩－－富士見平
12:00
12:45
15:25
16:43
瑞牆山荘
17:20
２日目（雨天で瑞牆山は中止）
山荘周辺の散策＝＝中央線韮崎＝＝八王子
約１時間
天 候：雨
メンバ：先輩のＮ夫妻と我ら夫婦：リーダーＮ夫人
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
今回のコースは、昨年にＮ夫妻と行く予定でしたが、前日に大荒れの天気

となり中止したいきさつがあります。どうやらこの山域歩きはツキに見放さ
れているのか、今回も週末には天気が崩れるとの予報でしたが、少々の雨な
ら強行しようと早朝の甲府行きの列車に乗り込みました。
塩山からはズルをしてタクシーです。それにしても、いつ雨が降り出して
もおかしくない天候でしたが、駅前は大勢のハイカーで溢れていました。み
なさん、ほんとお好きですね(^_^)。大菩薩方面、乾徳山方面、我らと同じ大
弛峠方面と散らばっていきます。
さて、タクシーはダートな峰越林道を約１時間半走りまして、標高２３７
０ｍの大弛峠に到着しました。山遊びに１万７千円のタクシー利用は若干ひっ
かりますが、この楽さにはかえられません。林道の途中では、金峰山の五丈
岩がくっきりと見え、また南アルプスではないかと思われる稜線も、ぼんや
りではありますが、ガスをとうして浮かび上がってきました。ひょっとして
天気の回復かと思ったら、タクシーの運転手さん、
「ここらあたりでは、１
０時ちゃっかりと言って、この時間帯に薄日が射すと必ず雨になる」と太鼓
判を押してくれました(;_;)。
大弛峠から金峰山へ向かう尾根道は気温が数度Ｃと低く、まだ雪も所々に
残っていましたし、風もあって体感温度は冬です。残念ながら途中で雨も降
り始め、快適というわけにはいきませんが、それでも苔に覆われたシラビソ
と岳樺の原生林を満喫することができました。朝日岳、鉄山とアップダウン
を繰り返し、遂に金峰山の山頂近くまで来ると風景は一変して、岩とハイマ
ツの世界になります。この変化はハッと驚くほどに見事です。
雨はそれほどでもありませんが、風は一段と強くなり、もう真冬の感じで
す。もちろん展望は皆無です。でも山はどんな状態であっても良いもので、
なかなかのアルペンムードを楽しめました。
ケルンの間を抜けて大きな岩が積み重なった感じの山頂に到着しましたが、
すぐ近くに屹立している筈の五丈岳の影も見えないくらいのガスに囲まれて
しまいました。益々、風が強くなり、岩の稜線に立つと吹き飛ばされそうな
感じです。岩の影に風を避けての食事を始めましたが、四方八方から吹き付
け始めたため、逃げ場が無くて震えながらの食事となりました。
でも、ここで素晴らしい光景に出会うことができました。ガスで全く見え
なかった五丈岩ですが、風の具合なんでしょうね。カーテンを一瞬開けたよ
うにくっきりとその姿を見せてくれました。ほんの一瞬の出来事です。すぐ
ガスのベールに隠れてしまいましたが、凄い演出効果です。
早々と食事を終えて縦走を開始しました。大日岩に向かっての縦走路は岩
稜なんですね。風と雨の中、たっぷりとスリルを味あわせてもらいました。
Ｎ先輩夫妻との山歩きは、これで３回目ですが、あいかわらずお元気でＮ先
輩は先頭をどんどん進まれます。成果展の下見で疲れた足がうらめしい。
それにしても道標の少ない縦走路です。ガスで遠望が効かないし、２・３ヶ
所ではどちらに進むべきか迷うような感じの所もありました。もう少しでえ
らく切り立った岩尾根に入るところでしたが、ベテランのＮ夫人のおかげで
失敗することもなくクリアできました。多分、私だけでしたら、岩の方に進
んでしまったでしょう。道標があるとあったで、ありすぎると文句を言い、
無いと無いで整備が悪いと文句を言う・・・勝手なものです(^_^;)。
この縦走路、山頂から少し下ったところに谷底めがけて垂直に落ち込んで
いる岩場、有名な「千代の吹上」という箇所があります。凄い勢いで谷から
吹き上げてくるガスを呆然と眺めてしまいました。もっとも勢いが強すぎて、
風は頭の上を通過していってくれたため、見かけほどの影響はなかったです。
悪天候で予定より多少遅れ気味で大きな岩の迫り上がった「大日岩」に到
着できましたが、ここからの登山道の両側はシャクナゲの大群生地なんです
ね。まだ蕾でしたが、１０日から２週間で満開になるそうです。その時はさ
ぞ見事でしょうね。大日小屋の周辺、その先の富士見平小屋の周辺では、こ
の雨の中でキャンプしている人達もいましたが、我々は明日登る瑞牆山への
分岐を確認して、そそくさと本日の宿泊予定の瑞牆山荘を目指しました。
ところで、この瑞牆山荘の設備は凄いですね。山荘の前に林道がきている

のは地図で分かっていましたが、風呂はあるし畳の上に乾燥した暖かい布団
と全く旅館のようでした。山荘には６０から７０名くらいの宿泊者がいたよ
うでしたが、山から下りてきたのは我々だけだったようです。みなさん、ま
ず山荘に泊まり、明日から登るようです。
それにしても食事に入浴も終わり雑談しているうちに雨は益々激しくなっ
てきました。まあ、明日は起きてから考えようと９時過ぎに布団にもぐり込
みました。
明けて翌朝、雨は小降りになっていましたが、また雨の中を登るのもなに
か億劫になってしまいました。山荘のご主人から「小屋周辺の湿地帯に遊歩
道があり、カモメランも満開だ」という話を聞いたものですから、あっさり
と予定を変更しました(^_^;)。でも、この湿地帯はまだ荒らされておらず、
白樺の林、そしてその下にはシダが繁茂し、もちろん苔に覆われた柔らかい
道（まだ木道は一部のみで未完成）と思わぬ拾いものをしました。花への関
心の薄い私にはカモメランといっても、なんか小さなさえない花だなといっ
た印象でピンときませんが、女性陣は感激してました。きっと、一見の値打
ちのある花なんでしょう。
というわけで、山荘までタクシーを呼び、予定より随分早く韮崎の駅に帰っ
てきました。タクシー代は９千円弱でしたから、きっとマイクロの相乗りで
増富温泉、増富から路線バスというコースと一人当たりの運賃は殆ど同じだっ
たと思います。
結局、瑞牆山に行き損ねましたが、タクシー利用すれば十分に日帰りもで
きそうなので、次の機会にとっておく楽しみが増えました。冬も良さそうで
すね。
山歩きを初めて約８年にして、やっと金峰山に行って来ました。土曜日に
大弛峠－金峰山－瑞牆山荘、そして日曜日には瑞牆山という予定でしたが、
あいにくの雨天で瑞牆山は中止して山荘近くの湿原でのカモメランの観察に
切り替えました。
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
日 程：６月３（土）
、４日（日）
山 域：奥秩父
山 名：金峰山
ルート：１日目
中央線八王子＝＝塩山＝＝大弛峠－－朝日岳
6:55
8:22
9:52
11:20
鉄山－－金峰山－－千代の吹上－－大日岩－－富士見平
12:00
12:45
15:25
16:43
瑞牆山荘
17:20
２日目
山荘周辺の散策＝＝中央線韮崎＝＝八王子
約１時間
天 候：雨
メンバ：先輩のＮ夫妻と我ら夫婦：リーダーＮ夫人
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
今回のコースは、昨年に同じＮ夫妻と行く予定でしたが、前日に大荒れの
天気となり中止したいきさつがあります。どうやらこの山域歩きはツキに見
放されているのか、今回も週末には天気が崩れるとの予報でしたが、少々の
雨なら強行しようと早朝の甲府行きの列車に乗り込みました。
塩山からはズルをしてタクシーです。それにしても、いつ雨が降り出して
もおかしくない天候でしたが、駅前は大勢のハイカーで溢れていました。み
なさん、ほんとお好きですね(^_^)。大菩薩方面、乾徳山方面、我らと同じ大
弛峠方面と散らばっていきます。
さて、タクシーはダートな峰越林道を約１時間半走りまして、標高２３７
０ｍの大弛峠に到着しました。山遊びに１万７千円のタクシー利用は若干ひっ
かりますが、この楽さにはかえられません。なお、柳平にある林道のゲート
は６月１日にやっとオープンされたそうです。林道の途中では、金峰山の五

丈岩がくっきりと見え、また南アルプスではないかと思われる稜線も、ぼん
やりではありますが、ガスを透して浮かび上がってきました。ひょっとして
天気の回復かと思ったら、タクシーの運転手さん、
「ここらあたりでは、１
０時ちゃっかりと言って、この時間帯に薄日が射すと必ず雨になる」と太鼓
判を押してくれました(;_;)。
大弛峠からの尾根道は気温が数度Ｃと低く、まだ雪も所々に残っていまし
た。風もあって体感温度は真冬です。残念ながら雨も降り始めまして、快適
というわけにはいきませんが、それでも苔に覆われたシラビソと岳樺の原生
林を満喫することができました。
朝日岳、鉄山とアップダウンを繰り返し、遂に金峰山の山頂近くまで来る
と風景は一変して、岩とハイマツの世界になります。この変化はハッと驚く
ほどに見事です。雨はそれほどでもありませんが、風は一段と強くなり、も
う真冬の感じです。もちろん展望は皆無です。でも山はどんな状態であって
も良いもので、なかなかのアルペンムードを楽しめました。
ケルンの間を抜けて大きな岩が積み上げられた感じの山頂に到着しました
が、すぐ近くに屹立している筈の五丈岳の影も見えないくらいのガスに囲ま
れてしまいました。益々、風が強くなり、岩の稜線に立つと吹き飛ばされそ
うな感じです。岩の影に風を避けて食事を始めましたが、四方八方から吹き
付け始めたため、逃げ場が無くて震えながらの食事となりました。でも、こ
こで素晴らしい光景に出会うことができました。ガスで全く見えなかった五
丈岩ですが、風の具合なんでしょうね、カーテンを一瞬開けたようにくっき
りとその姿を見せてくれました。ほんの一瞬の出来事で、すぐガスのベール
に隠れてしまいましたが、凄い演出効果です。
山頂から大日岩に向かっての縦走路は岩稜なんですね。風と雨の中、たっ
ぷりとスリルを味あわせてもらいました。それにしても道標の少ない縦走路
です。ガスで遠望が効かないし、２・３ヶ所で迷ってしまいました。もう少
しでえらく切り立った岩尾根に入るところでしたが、ベテランのＮ夫人のお
かげで失敗することもなくクリアできました。
道標あるとありすぎると文句を言い、無いと無いで整備が悪いと文句を言
う・・・勝手なものです(^_^;)。
さて、山頂から少し下ったところに垂直に谷底めがけて落ち込んでいる有
名な千代の吹上では、凄い勢いで谷から吹き上げてくるガスを呆然と眺めて
しまいました。もっとも風の勢いが強すぎて頭の上を通過していってくれた
ため、見かけほどの影響はなかったです。
悪天候で予定より多少遅れ気味で大日岩に到着できましたが、ここからの
登山道の両側はシャクナゲの大群生地なんですね。まだ蕾でしたが、１０日
から２週間で満開になるそうです。その時は見事でしょうね。
大日小屋の周辺、その先の富士見平小屋の周辺では、この雨の中でキャン
プしている人達もいましたが、軟弱な我々は明日登る瑞牆山への分岐を確認
して、そそくさと本日の宿泊予定の瑞牆山荘を目指しました。
ところで、この瑞牆山荘の設備は凄いですね。山荘の前に林道がきている
のは地図で分かっていましたが、風呂はあるし畳の上に乾燥した暖かい布団
と全く旅館のようでした。
６０から７０名くらいの宿泊者がいたようでしたが、山から下りてきたの
は我々だけ。みなさん、明日から登るようです。
それにしても食事に入浴も終わり雑談しているうちに雨は益々激しくなっ
てきました。まあ、明日は起きてから考えようと９時過ぎに布団にもぐり込
みました。
翌朝、雨は小降りになっていましたが、また雨の中を登るのも億劫になり、
山荘のご主人から「小屋周辺の湿地帯に遊歩道があり、カモメランも満開だ」
という話を聞いたものですから、あっさりと予定を変更しました(^_^;)。
でも、この湿地帯はまだ荒らされておらず、白樺とその下にはシダが繁茂
し、もちろん苔に覆われた柔らかい道（まだ木道は一部のみで未完成）とばっ
ちりでした。花への関心の薄い私にはカモメランといっても、なんか小さな

さえない花だなといった程度でピンときませんが、女性陣は感激してました。
きっと、一見の値打ちのある花なんでしょう。
というわけで、山荘までタクシーを呼び、予定より随分早く韮崎の駅に帰っ
てきました。タクシー代は９千円弱でしたから、きっとマイクロの相乗りで
増富温泉、増富から路線バスというコースと一人当たりの運賃は殆ど同じだっ
たと思います。
結局、瑞牆山に行き損ねましたが、タクシー利用すれば十分に日帰りもで
きそうなので、次の機会にとっておく楽しみが増えました。冬も良さそうで
すね。
ＣＡＢ１００５７ ＯＳＫ
山歩きを初めて約８年、やっと金峰山に行って来ました。土曜日に
大弛峠－金峰山－瑞牆山荘、そして日曜日には瑞牆山という予定でし
たが、あいにくの雨天で瑞牆山は中止して山荘近くの湿原でのカモメ
ランの観察に切り替えました。
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
日 程：６月３（土）
、４日（日）
山 域：奥秩父
山 名：金峰山
ルート：１日目
中央線八王子＝＝塩山＝＝大弛峠－－朝日岳
6:55
8:22
9:52
11:20
鉄山－－金峰山－－千代の吹上－－大日岩－－富士見平
12:00
12:45
15:25
16:43
瑞牆山荘
17:20
２日目
山荘周辺の散策＝＝中央線韮崎＝＝八王子
約１時間
天 候：雨
メンバ：先輩のＮ夫妻と我ら夫婦
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
今回のコースは、昨年に同じＮ夫妻と行く予定でしたが、前日に大
荒れの天気となり中止したいきさつがあります。どうやらこの山域歩
きはツキに見放されているのか、今回も週末には天気が崩れるとの予
報でしたが、少々の雨なら強行しようと早朝の甲府行きの列車に乗り
込みました。
塩山からはズルをしてタクシーです。それにしても、いつ雨が降り
出してもおかしくない天候でしたが、駅前は大勢のハイカーで溢れて
いました。みなさん、ほんとお好きですね(^_^)。大菩薩方面、乾徳山
方面、我らと同じ大弛峠方面と散らばっていきます。
さて、タクシーはダートな峰越林道を約１時間半走りまして、標高
２３７０ｍの大弛峠に到着しました。山遊びに１万７千円のタクシー
利用は若干ひっかりますが、この楽さにはかえられませんね。なお、
柳平にある林道のゲートは６月１日にやっとオープンされたそうです。
林道の途中で金峰山の五丈岩がくっきりと見え、南アルプスではない
かと思われる稜線も、ぼんやりではありますがガスを透して浮かび上
がってきました。ひょっとして天気の回復かと思ったら、タクシーの
運転手さん、
「ここらあたりでは、１０時ちゃっかりと言って、この
時間帯に薄日が射すと必ず雨になる」と太鼓判を押してくれました(;_;)。
大弛峠からの尾根道は気温が数度Ｃと低く、まだ雪も所々に残って
いました。風もあって体感温度は真冬です。残念ながら雨も降り始め
まして、快適というわけにはいきませんが、それでも苔に覆われたシ
ラビソと岳樺の原生林を満喫することができました。朝日岳、鉄山と
アップダウンを繰り返し、遂に金峰山の山頂近くまで来ると風景は一
変して、岩とハイマツの世界になります。この変化ははっと驚くほど
に見事でした。風は一段と強くなり、もう真冬の感じです。雨はそれ

ほどでもありませんが、もちろん展望は皆無です。でも山はどんな状
態にあっても良いもので、なかなかのアルペンムードを楽しめました。
ケルンの間を抜けて大きな岩が積み上げられた感じの山頂に到着しま
したが、すぐ近くに屹立している筈の五丈岳の影も見えないくらいの
ガスに囲まれてしまいました。
一段と風が強くなり、岩の稜線に立つと吹き飛ばされそうな感じで
す。岩の影に風を避けて食事を始めましたが、四方八方から吹き付け
始めて逃げ場が無く、震えながらの食事となりました。でも、ここで
素晴らしい光景に出会うことができました。ガスで全く見えなかった
五丈岩ですが、風の具合なんでしょうね、カーテンを一瞬開けたよう
にくっきりと姿を見せてくれました。ほんの一瞬で、すぐガスのベー
ルに隠れてしまいましたが、凄い演出効果です。
山頂から大日岩に向かっての縦走路は岩稜なんですね。風と雨の中、
たっぷりとスリルを味あわせてもらいました。それにしても道標の少
ない縦走路でした。ガスで遠望が効かないし、２・３ヶ所で迷ってし
まいました。もう少しでえらく切り立った岩尾根に入るところでした
が、ベテランのＮ夫人のおかげで失敗することもなくクリアできまし
た。道標あるとありすぎると文句を言い、無いと無いで整備が悪いと
文句を言う・・・勝手なものです(^_^;)。
さて、山頂から少し下ったところに垂直に谷底めがけて落ち込んで
いる有名な千代の吹上では、凄い勢いで谷から吹き上げてくるガスを
呆然と眺めてしまいました。もっとも風の勢いが強すぎて頭の上を通
過していってくれたため、見かけほどの影響はなかったです。
悪天候で予定より多少遅れ気味で大日岩に到着できましたが、ここ
からの登山道の両側はシャクナゲの大群生地なんですね。まだ蕾でし
たが、１０日から２週間で満開になるそうです。その時は見事でしょ
うね。大日小屋の周辺、その先の富士見平小屋の周辺では、この雨の
中でキャンプしている人達もいましたが、軟弱な我々は明日登る端牆
山への分岐を確認して、そそくさと本日の宿泊予定の瑞牆山荘を目指
しました。ところで、この瑞牆山荘の設備は凄いですね。林道がきて
いるのは地図で分かっていましたが、風呂はあるし畳の上に乾燥した
暖かい布団と全く旅館のようでした。
６０から７０名くらいの宿泊者がいたようでしたが、山から下りて
きたのは我々だけ。みなさん、明日から登るようです。それにしても
食事に入浴も終わり雑談しているうちに雨は益々激しくなってきまし
た。明日は起きてから考えようと９時過ぎに布団にもぐり込みました。
翌朝、雨は小降りになっていましたが、また雨の中を登るのも億劫
になり、小屋周辺の湿地帯に遊歩道があり、カモメランも満開だとい
う山荘のご主人の話を聞いたものですから、あっさりと予定を変更し
ました(^_^;)。でも、この湿地帯はまだ荒らされておらず、白樺とそ
の下にはシダが繁茂し、もちろん苔に覆われた柔らかい道（まだ木道
は一部のみで未完成）とばっちりでした。花への関心の薄い私にはカ
モメランといっても、なんか小さなさえない花だなといった程度でピ
ンときませんが、女性陣は感激してました。きっと、一見の値打ちの
ある花なんでしょう。
というわけで、山荘までタクシーを呼び、予定より随分早く韮崎の
駅に帰ってきました。タクシー代は９千円弱でしたから、きっとマイ
クロの相乗りで増富温泉、増富から路線バスというコースと一人当た
りの運賃は殆ど同じだったと思います。
結局、瑞牆山に行き損ねましたが、タクシー利用すれば十分に日帰
りもできそうなので、次の機会にとっておく楽しみが増えました。冬
も良さそうですね。
HBA01110、横浜のＯＳＫ

表題:書作新道－烏尾山
.書作新道－烏尾山
*[01* 日
付<]'95/06/17＠日付
*[02* 山
系<]丹沢＠山系
*[03* コ ー ス<]書作新道－烏尾山
*[04 地図・案内<]
大倉から本谷山荘まで水無川沿いの林道歩き。途中に竜神の水という名水があり。林道の端には、作治小屋・戸沢山荘・
戸沢バンガロー・本谷山荘ほかのたくさんの山小屋。
本谷山荘からが山道もしくは沢登りのコース。登山道も書策新道の他に天神尾根、政次郎尾根がある。旧鉱山道という
廃道もあり。書策新道は、表尾根のカイサク小屋の御主人・渋谷書作さんが開いた登山道で、旧マンガン鉱道のあと。沢
あり滝ありという気持ちの良い道。沢を渡るので、厳冬期はアイゼン。大雨の後は不可。
烏尾山からは、富士山と相模湾の眺望を楽しめる。烏尾尾根も人が少なく静か。
（９５／０６／１７）
7:31 竹山
薄曇り、蒸し暑い。バスの後ろに座っているおじさんがなにかブツブツ言っている。薄気味悪し。
7:45 鴨居
バスの車窓から長女が見える。気力充実している歩き方だ。登り階段の方に行ったようで
ホームでは会わなかった。
7:?? 町田
東海大の学生が多かった。
8:45 渋沢
9:03 バス
9:30 大倉
9:40 出発
大勢いたハイカーは大倉尾根か鍋割山方面へ。俺だけ戸川林道へ。途中、茅荘荘オープンしていた。
11:10 休憩所
11:50 F5 へ行く沢
今回は、岩に着いた木の梯子の方へ行ってみることにした。どうも腐りかけているようで登り
は遠慮した。下りは岩が滑りそうなので利用。下から沢を来た人の後を行く。その前に沢を
行った学生らしい二人組は道を間違えたらしくて、戻ってきた。カイサク新道を聞かれる。
12:20 白竜の滝
沢を杖を突いた初老の女性が下りてきた。危なっかしい足下。
12:30 最後の沢
水場用のペットボトルなし。食事、沢のせいか寒い感じ。
12:45 食事終了
キャンプ場の先で一緒になったスニーカーの男性が先に行った。
13:05 カイサク小屋 ３０分遅れで行動開始をしたが、結局同じ時刻に到着。小屋には一人いただけで、外に大勢
のハイカーがいた。
13:45 行者岳
タッチャンという３歳か４歳くらいの男の子を連れた家族。塔の岳へ行くらしい。
14:00 烏尾
小屋の後ろというか、札掛側に道を見つけた。ひとり下っていった。何処に出るのか、沢に
なるのか？
15
小屋から出てきた手伝いのおじさんに聞いたら、剣もホロロの返事。
３０分くらいのあいだではあるが、画期的に立派な登山道になっていた。
15:20 新茅荘
ビール 350 円。お婆さん（新井さん）元気そう。国会の証人喚問を見ていて相手をしてもらえず。
16:30 大倉
結局、前より早く戻る。４０分の短縮か。
--またまたカイサク新道（丹沢）へ
なんと、この週末は梅雨の晴れ間じゃないですか。チャンスと丹沢
めざして飛び出しました。もっとも、お天気は翌日の日曜が更に良く
なったようですね(^_^;)。
「何時、何処に」とあらかじめ計画している場合は、予定通りの行
動をすればよろしいわけですが、前夜になって急に思い立った時が問
題です。ため込んでおいたコース貯金を活かすか、それもない今回の
ような場合は、頭の中にふと浮かんできたコースを選んでいます。
というわけで、布団の中で脳裏に浮かび上がってきたカイサク新道
を歩いてみることにしました。このカイサク新道は今年の２月にも行っ
ていますが、その時は雪が凍結していて軽アイゼンが必要でした。今
頃ですと沢の水量が増えて、またひと味違った雰囲気を味あわせてく
れるだろうと期待して、いつも用意しているザックを担いで家を出まし
た。
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
日 程：６月１７日（土）

山 域：丹沢 表尾根周辺
山 名：カイサク新道から烏尾尾根へ
ルート：小田急渋沢＝＝大倉＝＝戸川林道終端（カイサク新道入り口）
9:10
9:30
11:10
－－本谷沢－－セドノ沢－－表尾根（カイサク小屋）
11:50
12:30
13:00
－－行者岳－－烏尾山－－烏尾尾根－－新茅荘－大倉
13:45
14:00
15:20 16:30
天 候：曇り
メンバ：単独
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
大倉のバス終点広場にいた大勢のハイカーは大倉尾根あるいは鍋割山
方面にむかったらしく、水無川を渡って滝沢園から戸川林道に入ったの
は私だけでした。１時間ほどの林道歩きで新茅荘、３０分程で林道終端
の作治小屋そしてキャンプ場に到着します。
林道終端のキャンプ場は、前回訪問した冬場と違って色とりどりのテ
ントで溢れていました。ここまでが、オートキャンプの方達との接点で
ここからは山歩き派の世界となります。
植林帯ついで雑木林の中を東にトラバースしながら登っていくと本谷
沢に出ます。流石に水量も多くてなかなかの迫力です。すぐ上に梯子の
架けられた大きな岩があります。ここを通過して本谷Ｆ５の方へと沢を
遡行するのでしょうが、これまで足を踏み入れた事がありません。
休憩中に沢登りの方が通過して行くのを見て、梯子の上まで行ってみ
たくなり、ザックを置いたまま見学してきました。崩れそうな梯子が怖
くて横の岩伝いに這い上がってみましたが、ここから先も目の届く範囲
では遡行しやすそうな感じです。でも、濡れた岩を戻るのが嫌なもので
すから、これで退散してカイサク新道を次のセドノ沢へと向かいました。
なお、ここの標識が見にくいのか（なくなっていたかも）、大学生ふた
りが間違えて、沢登りのコースに入ってしまいました。おや、沢登りに
しては身支度が縦走みたいだなと思ってたら、暫くして引き返してきま
した。要注意ですね。
セドノ沢ではミニ沢登りを楽しめます。おそらく、カイサク小屋の渋
谷カイサクさんが名付けたと思われる「白竜の滝」というミニ滝もあり
ます。ここで、食事をしましたが、流石に沢ですね。汗も一挙に引き、
じっとしていると寒いくらいです。
ここからは、急斜面を３０分程で表尾根に出られます。冬場ですと残
雪が凍結していてスリルもありますが、この季節ですと所々に花をつけ
た山ツツジが目を楽しませてくれます。
表尾根に出ると、流石に大勢のハイカーで溢れていました。中途半端
な場所にあるためでしょう。カイサク小屋は利用しないで外で休憩され
ています。
カイサクさんに挨拶して、行者岳、烏尾山へと向かう途中で、ファミ
リーハイクの方に会いましたが、
「たっちゃん」と呼ばれていた男の子
はなんと４歳くらいでした。どこから表尾根に入ったのかわかりません
が、塔の岳まで行くとの事でした。凄いですね。大倉まで戻ると７時く
らいになるんじゃないかな。
烏尾山で何気なく北側の方を見ていたら、地図には出ていませんが、
尾根伝いの踏み跡があります。タライ小屋沢から札掛に出られそうな
感じです。小屋の手伝いらしいオジサンが外に出てきたので尋ねてみま
したが、
「登山道はあっちだ」と剣もホロロにあしらわれてしまいまし
た(;_;)。
「でも、これ札掛方面には・・」
、
「いってねえよ、あっち戻
れ」てな具合でした。這々の体で逃げ出しまして、林道歩きの途中で開
いていることを確認した新茅荘めざして烏尾尾根を下りました。昨年か
ら行方不明になっていたハイカーが白骨化して発見されたのが、三の塔
と烏尾の間のヒゴノ沢でしたから、色々面倒な事があったのかもわかり

ません。ところで、烏尾尾根ですが、上半分は立派な登山道に整備され
ていました。数ヶ月前には出来ていなかったので、つい最近に完成した
んですね。こういった登山道の整備は、山林の持ち主とは別に県がやっ
ているんでしょうか。
新茅荘では馴染みのオバアサンにビールをもらって、しばし雑談の後、
大倉に返ってまいりました。季節柄、ハイカーも増えましたが、今回の
コースは表尾根の一部を除いて人も少なく、静かな山歩きを楽しめまし
た。

ーーーー
またまたカイサク新道（丹沢）へ
なんと、この週末は梅雨の晴れ間じゃないですか。チャンスと丹沢
めざして飛び出しました。もっとも、お天気は翌日の日曜が更に良く
なったようですね(^_^;)。
「何時、何処に」とあらかじめ計画している場合は、予定通りの行
動をすればよろしいわけですが、前夜になって急に思い立った場合は、
ふと脳裏に浮かんでくるコースに行くことにしています。
今回は、前日の通勤途中にふと浮かんできたカイサク新道に行くこ
とにしました。ここだと手軽ですから、睡眠不足の身にもあまり負担
にならず行けそうです。残業というものに縁が無くなって随分立つも
のですから、これまで意識したこと無かったですが、今回の山歩き途
中で「ほんとは、どのくらいの残業に相当してるんだろう」と概算し
てみました。なんと、百時間をこえて百数十時間になっているようで
す(^_^;)。
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
日 程：６月１７日（土）
山 域：丹沢 表尾根周辺
山 名：カイサク新道から烏尾尾根へ
ルート：小田急渋沢＝＝大倉＝＝戸川林道終端（カイサク新道入り口）
9:10
9:30
11:10
－－本谷沢－－セドノ沢－－表尾根（カイサク小屋）
11:50
12:30
13:00
－－行者岳－－烏尾山－－烏尾尾根－－新茅荘－大倉
13:45
14:00
15:20 16:30
天 候：曇り
メンバ：単独
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
大倉のバス終点広場にいた大勢のハイカーは大倉尾根あるいは鍋割山
方面にむかったらしく、水無川を渡って滝沢園から戸川林道に入ったの
は私だけでした。１時間ほどの林道歩きで新茅荘、３０分程で林道終端
の作治小屋そしてキャンプ場に到着します。
林道終端のキャンプ場は、前回訪問した冬場と違って色とりどりのテ
ントで溢れていました。ここまでが、オートキャンプの方達との接点で
ここからは山歩き派の世界となります。
植林帯ついで雑木林の中を東にトラバースしながら登っていくと本谷
沢に出ます。流石に水量も多くてなかなかの迫力です。すぐ上に梯子の
架けられた大きな岩があります。ここを通過して本谷Ｆ５の方へと沢を
遡行するのでしょうが、これまで足を踏み入れた事がありません。
休憩中に沢登りの方が通過して行くのを見て、梯子の上まで行ってみ
たくなり、ザックを置いたまま見学してきました。崩れそうな梯子が怖
くて横の岩伝いに這い上がってみましたが、ここから先も目の届く範囲
では遡行しやすそうな感じです。でも、濡れた岩を戻るのが嫌なもので
すから、これで退散してカイサク新道を次のセドノ沢へと向かいました。
なお、ここの標識が見にくいのか（なくなっていたかも）、大学生ふた

りが間違えて、沢登りのコースに入ってしまいました。おや、沢登りに
しては身支度が縦走みたいだなと思ってたら、暫くして引き返してきま
した。要注意ですね。
セドノ沢ではミニ沢登りを楽しめます。おそらく、カイサク小屋の渋
谷カイサクさんが名付けたと思われる「白竜の滝」というミニ滝もあり
ます。ここで、食事をしましたが、流石に沢ですね。汗も一挙に引き、
じっとしていると寒いくらいです。
ここからは、急斜面を３０分程で表尾根に出られます。冬場ですと残
雪が凍結していてスリルもありますが、この季節ですと所々に花をつけ
た山ツツジが目を楽しませてくれます。
表尾根に出ると、流石に大勢のハイカーで溢れていました。中途半端
な場所にあるためでしょう。カイサク小屋は利用しないで外で休憩され
ています。
カイサクさんに挨拶して、行者岳、烏尾山へと向かう途中で、ファミ
リーハイクの方に会いましたが、
「たっちゃん」と呼ばれていたお子さ
んは、なんと４歳くらいです。それにしても、どこから表尾根に入った
のかわかりませんが、塔の岳まで行くとの事でした。凄いですね。大倉
まで戻ると７時くらいになるんじゃないかな。
烏尾山で何気なく北側の方を見ていたら、地図には出ていませんが、
尾根伝いの踏み跡があります。タライ小屋沢から札掛に出られそうな
感じです。小屋の手伝いらしいオジサンが外に出てきたので尋ねてみま
したが、
「登山道はあっちだ」と剣もホロロにあしらわれてしまいまし
た(;_;)。
「でも、これ札掛方面には・・」
、
「いってねえよ、あっち戻
れ」てな具合でした。這々の体で逃げ出しまして、林道歩きの途中で開
いていることを確認した新茅荘めざして烏尾尾根を下りました。昨年か
ら行方不明になっていたハイカーが白骨化して発見されたのが、三の塔
と烏尾の間のヒゴノ沢でしたから、色々面倒な事があったのかもわかり
ません。ところで、烏尾尾根ですが、上半分は立派な登山道に整備され
ていました。数ヶ月前には出来ていなかったので、つい最近に完成した
んですね。こういった登山道の整備は、山林の持ち主とは別に県がやっ
ているんでしょうか。
新茅荘では馴染みのオバアサンにビールをもらって、しばし雑談の後、
大倉に返ってまいりました。季節柄、ハイカーも増えましたが、今回の
コースは表尾根の一部を除いて人も少なく、静かな山歩きを楽しめまし
た。
ＣＡＢ１００５７ ＯＳＫ
－－－－
またまたカイサク新道（丹沢）へ
なんと、この週末は梅雨の晴れ間じゃないですか。チャンスと丹沢
めざして飛び出しました。もっとも、お天気は翌日の日曜が更に良く
なったようですね(^_^;)。
「何時、何処に」とあらかじめ計画している場合は、予定通りの行
動をすればよろしいわけですが、前夜になって急に思い立った場合の
コースの選定はどうされていますでしょうか。今回は、特にコース貯
金もしていなかったものですから、頭の中にふと浮かんできたカイサ
ク新道を歩いてみることにしました。
このカイサク新道は今年の２月にも行っていますが、その時は雪が
凍結していて軽アイゼンが必要でした。今頃ですと沢の水量が増えて、
またひと味違った雰囲気を味あわせてくれるだろうと期待して、いつ
も用意しているザックを担いで家を出ました。
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
日 程：６月１７日（土）
山 域：丹沢 表尾根周辺

山 名：カイサク新道から烏尾尾根へ
ルート：小田急渋沢＝＝大倉＝＝戸川林道終端（カイサク新道入り口）
9:10
9:30
11:10
－－本谷沢－－セドノ沢－－表尾根（カイサク小屋）
11:50
12:30
13:00
－－行者岳－－烏尾山－－烏尾尾根－－新茅荘－大倉
13:45
14:00
15:20 16:30
天 候：曇り
メンバ：単独
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
大倉のバス終点広場にいた大勢のハイカーは大倉尾根あるいは鍋割山
方面にむかったらしく、水無川を渡って滝沢園から戸川林道に入ったの
は私だけでした。１時間ほどの林道歩きで新茅荘、３０分程で林道終端
の作治小屋そしてキャンプ場に到着します。
林道終端のキャンプ場は、前回訪問した冬場と違って色とりどりのテ
ントで溢れていました。ここまでが、オートキャンプの方達との接点で
ここからは山歩き派の世界となります。
植林帯ついで雑木林の中を東にトラバースしながら登っていくと本谷
沢に出ます。流石に水量も多くてなかなかの迫力です。すぐ上に梯子の
架けられた大きな岩があります。ここを通過して本谷Ｆ５の方へと沢を
遡行するのでしょうが、これまで足を踏み入れた事がありません。
休憩中に沢登りの方が通過して行くのを見て、梯子の上まで行ってみ
たくなり、ザックを置いたまま見学してきました。崩れそうな梯子が怖
くて横の岩伝いに這い上がってみましたが、ここから先も目の届く範囲
では遡行しやすそうな感じです。でも、濡れた岩を戻るのが嫌なもので
すから、これで退散してカイサク新道を次のセドノ沢へと向かいました。
なお、ここの標識が見にくいのか（なくなっていたかも）、大学生ふた
りが間違えて、沢登りのコースに入ってしまいました。おや、沢登りに
しては身支度が縦走みたいだなと思ってたら、暫くして引き返してきま
した。要注意ですね。
セドノ沢ではミニ沢登りを楽しめます。おそらく、カイサク小屋の渋
谷カイサクさんが名付けたと思われる「白竜の滝」というミニ滝もあり
ます。ここで、食事をしましたが、流石に沢ですね。汗も一挙に引き、
じっとしていると寒いくらいです。
ここからは、急斜面を３０分程で表尾根に出られます。冬場ですと残
雪が凍結していてスリルもありますが、この季節ですと所々に花をつけ
た山ツツジが目を楽しませてくれます。
表尾根に出ると、流石に大勢のハイカーで溢れていました。中途半端
な場所にあるためでしょう。カイサク小屋は利用しないで外で休憩され
ています。
カイサクさんに挨拶して、行者岳、烏尾山へと向かう途中で、ファミ
リーハイクの方に会いましたが、なんとお子さんは４歳くらいでした。
その子は「たっちゃん」と呼ばれていましたが、ＦＹＡＭＡ関係者かし
ら。それにしても、どこから表尾根に入ったのかわかりませんが、塔の
岳まで行くとの事でした。凄いですね。大倉まで戻ると７時くらいにな
るんじゃないかな。
烏尾山で何気なく北側の方を見ていたら、地図には出ていませんが、
尾根伝いの踏み跡があります。タライ小屋沢から札掛に出られそうな
感じです。小屋の手伝いらしいオジサンが外に出てきたので尋ねてみま
したが、
「登山道はあっちだ」と剣もホロロにあしらわれてしまいまし
た(;_;)。
「でも、これ札掛方面には・・」
、
「いってねえよ、あっち戻
れ」てな具合でした。這々の体で逃げ出しまして、林道歩きの途中で開
いていることを確認した新茅荘めざして烏尾尾根を下りました。昨年か
ら行方不明になっていたハイカーが白骨化して発見されたのが、三の塔
と烏尾の間のヒゴノ沢でしたから、色々面倒な事があったのかもわかり

ません。ところで、烏尾尾根ですが、上半分は立派な登山道に整備され
ていました。数ヶ月前には出来ていなかったので、つい最近に完成した
んですね。こういった登山道の整備は、山林の持ち主とは別に県がやっ
ているんでしょうか。
新茅荘では馴染みのオバアサンにビールをもらって、しばし雑談の後、
大倉に返ってまいりました。季節柄、ハイカーも増えましたが、今回の
コースは表尾根の一部を除いて人も少なく、静かな山歩きを楽しめまし
た。
HBA01110、横浜のＯＳＫ

表題:蓑毛～大山～広沢寺温泉
.蓑毛～ヤビツ～大山～広沢寺温泉
*[01* 日
付<]'95/07/09＠日付
*[02* 山
系<]丹沢＠山系
*[03* コ ー ス<]蓑毛～ヤビツ～大山～広沢寺温泉
*[04 地図・案内<]
［コース］ 小田急秦野＝蓑毛－ヤビツ峠－大山頂上－雷の峰分岐－唐沢峠－不動尻－広沢寺温泉入り口
＝小田急本厚木駅＝町田
約 1200 年前、良弁大僧正によって開山。別名 阿夫利山または雨降山。標高 1252ｍ，表登山道のケーブルを利用すれ
ば、標高差 約 500ｍの登り。高尾の様に公園化していないが、指導標もしっかりしており、道もまあまあ整備されている。
表登山道、ヤビツ峠、日向薬師、広沢寺とコースがある。交通の便が良い表コースは、信仰登山のお年寄りから家族ハイ
クの幼児づれまで、天候，季節によらず結構の人出。
（９５／０７／０９）天気も今一つパットしないし、先週のニフティ fred さんの不動尻名水の書き込みを見て、
大回りに行くことにする。
8:15
8:28
8:49
9:25
9:50
10:00
11:15

竹山
鴨居
町田
秦野
蓑毛
出発
ヤビツ峠

小雨
雨が上がった
グッドタイミング
流石にこの天気、ハイカーは皆無。バスは貸し切り状態
ﾀｸｼでおばさんが駆けつけて、柏木林道へ走っていった。団体で遅刻か。

ガス。途中、下りてくる人にあった。親子連れが荷物もなしに登っていく・・・と思ったら引
き返してきた。
12:17 いつもの展望地 植生を調査している団体と一緒になる。表尾根、三峰、丹沢山の眺望。その向こうは蛾ヶ岳
ではなく、不動の峰と教えてあげたが、わかったかどうか。
12:30 山頂
参拝し、いつもの裏へ。表側には大勢いた。富士山まで展望できた。ラッキー。
13:00 下山
13:15 不動尻分岐
もたもたしてるのに道を譲ってくれない団体と分かれてほっとする。
急な階段を下る。数年ぶりだ。この後、１５分くらいは散歩道。あちこちに動物の足跡。
熊が下の沢に出たことを思い出す。
そして、また階段だ。でも、なんとなく手の入れ方が少なく好感を持てる道だ。
14:00 唐沢峠
全く、人の気配もない静かな山歩き。イイコイイコと啼く鳥。
14:50 キャンプ場
やっと、人がいた。トンネル手前のｆｒｅｄさんの名水へ。確かにおいしい。２ｍくらい
上の滝壺へ上がろうとしたが、技術がないせいか駄目。更に、その上の滝遡上はまず無理。
16:10 バス停
丹沢名水のジュース売ってた。製造は大阪の方。
-----丹沢の隠れ名水
丹沢は不動尻の隠れ名水を味わってきました。
さて、この日曜日、起き出した７時にはまだ残っていた雨も８時に
は小やみの状態となりました。前に山に行ったのが、６月１７日のカ
イサク新道ですから、もう３週間も山に入っていない事になります。
頭はズキズキ、身体はヨロヨロ、仕事はボチボチ？と山の禁断症状も
激しく、連れ合いからは「蛭とダニの持ち込み厳禁」を言い渡されな

がらも小雨を押して飛び出したのは言うまでもありません。
不動尻（あの有名な－－でもないか、広沢寺温泉の奥にあるキャン
プ場であります）には少し遠回りでがありますが、蓑毛－ヤビツ峠－
大山を経由しての名水探訪の山旅としゃれこみました。このところの
雨で流石に秦野駅から出る蓑毛行きのバスは貸し切り状態でありまし
た。これなら多分、人っ子ひとりいないであろうと思っていましたが、
なんのなんの大山山頂には大勢いらっしゃいましたね。同病の方はい
るもんです(^_^)。
登りは湿度１００％に近い状態で、まるで風呂の中を歩いているよ
うなものでしたが、流石に山頂になると涼しいですね。ちょうど、雲
とガスが切れ、富士山から丹沢表尾根に主脈の稜線がくっきりと浮か
び上がるというオマケまでありました。
大山から不動尻のコースは５・６年ぶり、雪の中を転びながら下っ
て以来です。ガスがかかっているのと、不動尻までずっとひとりであっ
たせいもあるのでしょうが、増水した沢の音を背景に深い森の中をさ
すらっている雰囲気はなかなか良かったです。ついでに横田さんが昨
秋出会ったという下の沢の熊を思い出したりしてスリル付き(^_^;)。
肝心の名水ですが、不動尻キャンプ場を下った所の滝であります。
このところの雨で水量が非常に多くなり、溢れた水が林道全体に広がっ
て流れていました。早速、飲みました。癖のないおいしい水です。ポ
リタンにくみ取り、持って帰ったのはいうまでもありません。
ところで、滝は１０ｍくらいですが、林道から２ｍくらい上が小さ
な滝壺になっています。そこまで登って水を採りたかったわけですが、
どうにも手がかりがありません。何度かあれこれとコースを試しまし
たが、結局、私の技量では這い上がれませんでした(^_^;)。
ーーーー
丹沢の隠れ名水
ニフティの山フォーラムで紹介されていた丹沢・不動尻の名水を味
わってきました。
さて、この日曜日、起き出した７時にはまだ残っていた雨も８時に
は小やみの状態となりました。前に山に行ったのが、６月１７日のカ
イサク新道ですから、もう３週間も山に入っていない事になります。
頭はずきずき、身体はよろよろと山の禁断症状も激しく、連れ合いか
らは「蛭とダニの持ち込み厳禁」を言い渡されながらも飛び出したの
は言うまでもありません。
不動尻には少し遠回りでがありますが、蓑毛－ヤビツ峠－大山を経
由しての名水探訪の山旅としゃれこみました。このところの雨で流石
に秦野駅から出る蓑毛行きのバスは貸し切り状態でありました。これ
なら多分、人っ子ひとりいないであろうと思っていましたが、なんの
なんの大山山頂には大勢いらっしゃいましたね。同病の方はいるもん
です(^_^)。
登りは湿度１００％に近い状態で、まるで風呂の中を歩いているよ
うなものでしたが、流石に山頂になると涼しいですね。ちょうど、雲
とガスが切れ、富士山から丹沢表尾根に主脈の稜線がくっきりと浮か
び上がるというオマケまでありました。
大山から不動尻のコースは５・６年ぶり、雪の中を転びながら下っ
て以来です。ガスがかかっているのと、不動尻までずっとひとりであっ
たせいもあるのでしょうが、増水した沢の音を背景に深い森の中をさ
すらっている雰囲気でなかなか良かったです。ついでに昨秋に下の沢
に熊が出て事まで思い出したりして(^_^;)。

肝心の名水ですが、不動尻キャンプ場を下った所の滝であります。
このところの雨で水量が非常に多くなり、溢れた水が林道全体に広がっ
て流れていました。早速、飲みました。癖のないおいしい水です。ポ
リタンにくみ取り、持って帰ったのはいうまでもありません。
ところで、滝は１０ｍくらいですが、林道から２ｍくらい上が小さ
な滝壺になっています。そこまで登って水を採りたかったわけですが、
どうにも手がかりがありません。何度かあれこれとコースを試しまし
たが、結局、私の技量では這い上がれませんでした(^_^;)。
ＣＡＢ１００５７ ＯＳＫ
ーーーーーー
fred さんから紹介のあった不動尻の名水を味わってきました(^_^)。
このところの雨で水量も豊富でしたし、fred さんのおっしゃるように
本当にうまい水でした。
さて、この日曜日、起き出した７時にはまだ雨が残っていましたが、
８時には小やみの状態となりました。
物議をかもした例のカイサク新道（_(..)_ﾍﾟｺﾘ）に行ったのが６月
１７日ですから、もう３週間も山に入っていない事になります。頭は
ずきずき、身体はよろよろと山の禁断症状も激しく、家内からは「蛭
とダニの持ち込み厳禁」を言い渡されながらも飛び出したのは言うま
でもありません。
不動尻には少し遠回りでがありますが、蓑毛－ヤビツ峠－大山を経
由しての名水探訪の山旅としゃれこみました。このところの雨で流石
に秦野駅から蓑毛行きのバスは貸し切り状態であります。多分、人っ
子ひとりいないであろうと思っていましたが、なんのなんの大山山頂
には大勢いらっしゃいましたね。同病の方はいるもんだ(^_^)。
登りは湿度１００％近い状態で、まるで風呂の中を歩いているよう
なものでしたが、流石に山頂になると涼しいですね。ちょうど、雲と
ガスが切れ、富士山から丹沢表尾根に主脈の稜線がくっきりと浮かび
上がるというオマケまでありました。
大山から不動尻のコースは５・６年ぶり、雪の中を転びながら下っ
て以来です。ガスがかかっているのと、不動尻までずっとひとりであっ
たせいもあるのでしょうが、増水した沢の音を背景に深い森の中をさ
すらっている雰囲気でなかなか良かったです。
肝心の fred さんの名水ですが、このところの雨で水量が非常に多く
なり、溢れた水が林道全体に広がって流れていました。早速、飲みま
した。癖のないおいしい水です。ポリタンにくみ取り、持って帰った
のはいうまでもありません。ところで、２ｍくらい上が小さな滝壺に
なっていました。そこまで上がって水を採りたかったわけですが、ど
うにも手がかりが無くて、私の技量では這い上がれませんでした(^_^;)。
鳥屋待沢に続いて、fred さんの後を追いかけてしまいました。隠れ
た名所？の紹介、今後ともよろしくお願いします。
ただいま、反省中の HBA01110、横浜のＯＳＫでした

表題:明神ガ岳
.明神ガ岳
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付<]'95/07/16＠日付
*[02* 山
系<]箱根＠山系
*[03* コ ー ス<]明神ガ岳
*[04 地図・案内<]２万５千地図：箱根，関本

るるぶ関東周辺ハイキングガイド

[コース] 強羅－宮城野－明神ヶ岳－道了尊＝新松田
箱根の外輪山で最も眺望の良い明神ガ岳と大文字焼きで知られている明星ガ岳を縦走するコース。明神ガ岳までの道は、
最初の大杉の中を行く登山道から中腹～頂上にかけてのススキ、くまざさの中を歩く道と、たいへん味のあるところであ
る。特に、明神ガ岳頂上は開けており、外輪山のえんえんと続く尾根道をとうして眺める箱根連山、富士山は絶品。澄み
渡った日は三浦半島、大島まで遠望できる。
明神から西に縦走すると金時山方面、南東に縦走すると明星方面となる。明星までは約３km にわたり 800m から 900m
の間を上下する縦走路となる。右側に箱根連山、下には宮城野の町をみながら歩く。宮城野への分岐を見送り直進してい
くと御嶽神社のある明星ガ岳頂上に到着する。標識がなければ山頂とはわからない位のところである。分岐点までもどり
下山をする途中に大文字焼きの場所を通過する。三井箱根荘の横を通り宮城野橋を渡ればバス停。
（９５／０７／１６日） 強羅の洛東会出席の翌日。曇り
3:00 起床
トイレの水が温水！！。１Ｆを探し回り、やっと普通の水道を見つける。出ようとしたら、自動
扉が動かない。あせった！！。
食堂の大きな窓は開けられることを確認したが、ここの鍵を開けっぱなしにするのはまずかろ
う。閉めてもらえるような人は起きていない。結局、従業員のいる一角に進入し、通用扉を強
引に開ける。
3:35 出発
あちこちに灯りがついていて懐中電灯は不要。こう寝静まった観光地も異様な感じがする。宮城
野に下りる道は、ところどころ暗い。車が数台通る。
3:55 国道
三井健保の方に入り、店屋の所をすぐ左折。国道に並行して進むと、正面、右が墓場に。宝珠院
とか。あわてて、国道に戻り、開いていたコンビニで尋ねたがよく分からない。道の横にある
住宅案内図を見るとどうも、今出てきた道のようだ。うーんと考えていたら、小さな看板が
あった。やはり、その道だが右の墓場に行かないで直進する。
4:15 入り口
なんと、別荘地がずっと上まで延びている。その裏側を登るようになる。
4:45 舗装道路
結局、別荘の舗装道路の終点にここでぶつかる。完全に夜も明けてしまった。
どうせ、ガスと曇りで日の出は駄目。
5:25 縦走路
なんとなく、ここから平坦になると思いこんでいた。結構登りがある。
6:03 山頂
ガスで視界は１０ｍくらい。本当に人がいないと言う感じ。ここで、以前に遭遇した事故を思い
出してしまった。
6:33 下山
カップラーメンを食べ、金時側に行こうかとも思ったが、ここで覚悟して足を踏み出す。
7:26 見晴らし小屋 なんとかカヤトの原まで出てほっとする。だいぶ歩いてやっと小屋。
8:05 道了尊
やっと、寺の人達の作業が開始されたようだ。ハイカーもぼつぼつ来始める。
家に電話して芝翠荘の番号を聞く。福本君を呼びだして、宿の出口の無断解放で騒いでいない
か確認。
ここの休憩所に８：４０とバス時刻を書いてあったのに、バス停に行くと９時までない。
居合わせたタクシに乗る。１０５０円
道了損の駅からバスで新松田へ。
ーーーーー
恐怖の箱根外輪山・早朝歩き
土曜日に箱根で集まりがあったものですから、体内アルコールの
発散をかねて日の出を見ようと日曜の早朝に宿を飛び出しました。
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
日 程：７月１６日（日）
山 域：箱根
山 名：明神ヶ岳
ルート：強羅－宮城野橋－明神ヶ岳入り口－明神ヶ岳／明星ヶ岳縦走路
3:35
3:55
4:15
5:25
明神ヶ岳－明神ヶ岳見晴小屋－道了尊＝新松田
6:03-6:33
7:26
8:05-8:30
天 候：曇り
ガス
メンバ：単独
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
というわけで、アルコールの靄を振り払って起き出したのが３時でした。
身支度を終え宿舎から出ようとすると、なんと自動扉の電源が切られてい
るではないですか。押しても引いても開いてくれません。館内を捜索し、
通用口を見つけるのに手間取り、やっと歩き出したのが３時半です。もっ
とも日の出の時間を冬場と勘違いしてまして、山頂でのご来光にはどうせ
間に合わない時間帯でしたが。

強羅からの急坂を国道まで下ると宮城野温泉郷です。登山口はこちらだ
ろうと当たりをつけて脇道に入りました・・が、どうも様子がおかしい。
懐中電灯を点けてみると、なんと墓場の中にいるではありませんか。ガス
の中に浮かび上がる墓石と卒塔婆、あまり気持ちの良いものではないです
ね。大慌てで国道に出て、再度道の探索なんてやったものですから、益々
遅くなりました。なんとか、小さな標識を見つけて改めて登り始めました
が、途中で空も白んでしまい、ご来光の目論見は挫折です。もっとも、ガ
スが立ちこめて視界も１０ｍくらいで、縦走路からも山頂からも箱根の町
すら見えない状態でした。
それにしても、空が白み始める頃の小鳥の囀りはすごいですね。大合唱
です。ただし、完全に明るくなると、
「テッペンカケタカ」と「ホーホケ
キョ」の２重奏におちつくようです。
さて、ガスの立ちこめた山頂で食事（といってもカップラーメンですが）
の支度を始めましたが、静寂そのものです。バーナー音がやけに響きます。
この時間帯に箱根外輪山へ来ようという酔狂者は、そうそういないでしょ
うから、当たり前か。
この静けさのためか、数年前に山頂から道了尊に下り始めたところで遭
遇した事故をふと思い出してしまいました。急に馴れないハイキングをし
たためでしょう。心臓発作を起こしてしまい、仲間の方達が必死になって
心臓マッサージをしていました。たまたま持っていた無線機で緊急呼び出
しをしてあげようとしましたが、滅多に使わないのもですから働いてくれ
ません。ああでもない、こうでもないとイジッテいるうちに、その方はみ
るみる死相を帯びていきました。
・・という事を思い出してしまい、下山
コースを変更したくなりました・・私、気が弱いんです(^_^;)。まあ、く
だんの箇所を転がるように駆け下りたのは言うまでもありません。
例の大きな鉄下駄のある道了尊にたどり着いたのが８時。この時刻にな
ると、ハイカーもちらほらと見られるようになりました。水道を拝借し、
身支度を整え、これから登るハイカーを乗せてきたタクシーを拾って道了
尊駅まで出ました。バスに乗り継いで到着した新松田には、大勢のハイカー
がおられました。これからだと暑いでしょうねえ。
ーーーー
この土曜日に箱根で飲み会があったものですから、体内アルコールの
発散をかねて日の出を見ようと日曜の早朝に宿を飛び出しました。
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
日 程：７月１６日（日）
山 域：箱根
山 名：明神ヶ岳
ルート：強羅－宮城野橋－明神ヶ岳入り口－明神ヶ岳／明星ヶ岳縦走路
3:35
3:55
4:15
5:25
明神ヶ岳－明神ヶ岳見晴小屋－道了尊＝新松田
6:03-6:33
7:26
8:05-8:30
天 候：曇り
ガス
メンバ：単独
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
というわけで、アルコールの靄を振り払って起き出したのが３時でした。
身支度を終え宿舎から出ようとすると、なんと自動扉の電源が切られてい
るではないですか。押しても引いても開いてくれません。館内を捜索し、
通用口を見つけるのに手間取り、やっと歩き出したのが３時半です。もっ
とも日の出の時間を冬場と勘違いしてまして、山頂でのご来光にはどうせ
間に合わない時間帯でしたが。
強羅からの急坂を国道まで下ると宮城野温泉郷です。登山口はこちらだ
ろうと当たりをつけて脇道に入りました・・が、どうも様子がおかしい。
懐中電灯を点けてみると、なんと墓場の中にいるではありませんか。ガス
の中に浮かび上がる墓石と卒塔婆、あまり気持ちの良いものではないです

ね。大慌てで国道に出て、再度道の探索なんてやったものですから、益々
遅くなりました。なんとか、小さな標識を見つけて改めて登り始めました
が、途中で空も白んでしまい、ご来光の目論見は挫折です。もっとも、ガ
スが立ちこめて視界も１０ｍくらいで、縦走路からも山頂からも箱根の町
すら見えない状態でした。
それにしても、空が白み始める頃の小鳥の囀りはすごいですね。大合唱
です。ただし、完全に明るくなると、
「テッペンカケタカ」と「ホーホケ
キョ」の２重奏におちつくようです。
さて、ガスの立ちこめた山頂で食事（といってもカップラーメンですが）
の支度を始めましたが、静寂そのものです。バーナー音がやけに響きます。
この時間帯に箱根外輪山へ来ようという酔狂者は、そうそういないでしょ
うから、当たり前か。
この静けさのためか、数年前に山頂から道了尊に下り始めたところで遭
遇した事故をふと思い出してしまいました。急に馴れないハイキングをし
たためでしょう。心臓発作を起こしてしまい、仲間の方達が必死になって
心臓マッサージをしていました。たまたま持っていた無線機で緊急呼び出
しをしてあげようとしましたが、滅多に使わないのもですから働いてくれ
ません。ああでもない、こうでもないとイジッテいるうちに、その方はみ
るみる死相を帯びていきました。
・・という事を思い出してしまい、下山
コースを変更したくなりました・・私、気が弱いんです(^_^;)。まあ、く
だんの箇所を転がるように駆け下りたのは言うまでもありません。
例の大きな鉄下駄のある道了尊にたどり着いたのが８時。この時刻にな
ると、ハイカーもちらほらと見られるようになりました。水道を拝借し、
身支度を整え、これから登るハイカーを乗せてきたタクシーを拾って道了
尊駅まで出ました。バスに乗り継いで到着した新松田には、大勢のハイカー
がおられました。これからだと暑いでしょうねえ。
ＣＡＢ１００５７ ＯＳＫ
ＰＳ 今月末には北岳と仙丈ヶ岳に行こうと計画しています。
－－－－－
いよいよ夏山シーズンですね。アップされる報告も東北あるいは北海
道と広がり、いつかは自分もと思いながら参考にさせてもらっています。
・・と言いながら、またまた首都圏近傍の箱根外輪山の報告です(^_^;)。
この土曜日に箱根で飲み会があったものですから、体内アルコールの
発散をかねて日の出を見ようと日曜の早朝に宿を飛び出しました。
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
日 程：７月１６日（日）
山 域：箱根
山 名：明神ヶ岳
ルート：強羅－宮城野橋－明神ヶ岳入り口－明神ヶ岳／明星ヶ岳縦走路
3:35
3:55
4:15
5:25
明神ヶ岳－明神ヶ岳見晴小屋－道了尊＝新松田
6:03-6:33
7:26
8:05-8:30
天 候：曇り
ガス
メンバ：単独
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
というわけで、アルコールの靄を振り払って起き出したのが３時でした。
身支度を終え宿舎から出ようとすると、なんと自動扉の電源が切られてい
るではないですか。押しても引いても開いてくれません。館内を捜索し、
通用口を見つけるのに手間取り、やっと歩き出したのが３時半です。もっ
とも日の出の時間を冬場と勘違いしてまして、山頂でのご来光にはどうせ
間に合わない時間帯でしたが。
強羅からの急坂を国道まで下ると宮城野温泉郷です。登山口はこちらだ

ろうと当たりをつけて脇道に入りました・・が、どうも様子がおかしい。
懐中電灯を点けてみると、なんと墓場の中にいるではありませんか。ガス
の中に浮かび上がる墓石と卒塔婆、あまり気持ちの良いものではないです
ね。大慌てで国道に出て、再度道の探索なんてやったものですから、益々
遅くなりました。なんとか、小さな標識を見つけて改めて登り始めました
が、途中で空も白んでしまい、ご来光の目論見は挫折です。もっとも、ガ
スが立ちこめて視界も１０ｍくらいで、縦走路からも山頂からも箱根の町
すら見えない状態でした。
それにしても、空が白み始める頃の小鳥の囀りはすごいですね。大合唱
です。ただし、完全に明るくなると、
「テッペンカケタカ」と「ホーホケ
キョ」の２重奏におちつくようです。
さて、ガスの立ちこめた山頂で食事（といってもカップラーメンですが）
の支度を始めましたが、静寂そのものです。バーナー音がやけに響きます。
この時間帯に箱根外輪山へ来ようという酔狂者は、そうそういないでしょ
うから、当たり前か。
この静けさのためか、数年前に山頂から道了尊に下り始めたところで遭
遇した事故をふと思い出してしまいました。急に馴れないハイキングをし
たためでしょう。心臓発作を起こしてしまい、仲間の方達が必死になって
心臓マッサージをしていました。たまたま持っていた無線機で緊急呼び出
しをしてあげようとしましたが、滅多に使わないのもですから働いてくれ
ません。ああでもない、こうでもないとイジッテいるうちに、その方はみ
るみる死相を帯びていきました。
・・という事を思い出してしまい、下山
コースを変更したくなりました・・私、気が弱いんです(^_^;)。まあ、く
だんの箇所を転がるように駆け下りたのは言うまでもありません。
例の大きな鉄下駄のある道了尊にたどり着いたのが８時。この時刻にな
ると、ハイカーもちらほらと見られるようになりました。水道を拝借し、
身支度を整え、これから登るハイカーを乗せてきたタクシーを拾って道了
尊駅まで出まして、バスに乗り継いで新松田まで帰ってきました。
HBA01110、横浜のＯＳＫ
ＰＳ 今月末には北岳と仙丈ヶ岳に行こうと計画しています。広河原に入
る林道がストップしているとの書き込みをこちらで見たものですか
ら心配してましたが、開通したようですね。

表題:北岳、仙丈ヶ岳
.北岳、仙丈ヶ岳
*[01* 日
付<]'95/07/30＠日付
*[02* 山
系<]南アルプス＠山系
*[03* コ ー ス<]北岳、仙丈ヶ岳
*[04 地図・案内<]
［コース］３０：八王子＝甲府＝広河原
３１：広河原－大樺沢二股－肩の小屋－北岳－北岳山荘
１：北岳山荘－八本歯のコル－広河原＝北沢峠－馬ノ背ヒュッテ
２：馬ノ背ヒュッテ－仙丈ヶ岳－小仙丈ヶ岳－北沢峠＝
広河原＝甲府＝八王子
北岳、仙丈ヶ岳のはしごを連れ合いと。
（’９５／０７／３０、３１、０８／０１、０２）
7/30
9:20 竹山
長女に送ってもらう。この夏で一番暑い
10:40 鴨居
生協で買い物をしてから
11:15 八王子
11:41 の甲府行き普通に乗車、空いている。高尾から結構乗ってきたが、全員が座れるくらい。
車中で昼飯。
13:24 甲府
駅前に出ていったら、客引きでタクシーへ。空で迎えに行くよりバス代をとって行く方がと
言うことらしい。

13:25
15:25
15:40
16:45

タクシー
広河原
広河原山荘
食事

17:00 食事
19:00 寝る
7/31
3:45
4:00
4:40
6:40
7:08
8:50

起床
朝食
出発
休憩
二股
休憩

9:15 御池分岐
9:40- 小太郎分岐
10:37
11:07- 肩の小屋
11:30
11:50 両股分岐
12:25- 山頂
13:00
13:25 八本歯分岐
14:30 北岳山荘
16:30

18:00 食事
19:00 布団
8/1
3:00
4:30
4:45
5:35
6:00
7:40
9:05
9:25
10:30
11:00
12:20
12:36
15:16

17:10
19:30

起床
日の出
出発
山頂分岐
大樺沢分岐
二股
白根分岐
広河原山荘

芦安を過ぎて広河原近くなると渋滞。自家用の不法駐車で動きが悪いため。
布団へ直行、そんなには混んでいないようだ。２つ敷き布団に３人くらい。
３０分ほどで食事を終わり外に出ると、まだ下りてくる人がいる。相当ばてている人も、
ピストンしたのかな。
ワインついて豚の焼き肉をナイフとフォークで。ワインはちょっぽりで、かつ旨くはなかっ
た。昨年と同じ食事。
寝返りもでき、まあ寝られた。

水の流れる森の中を。河原に出ると大きく開ける。
雪渓の下
右股の方は木陰も所々にある。シナノキンバイ、ミヤマキンバイ、ミヤマハナシノブ、
クルマユリ等々の花畑
連れ合いが遅れ始める。単独のオジサンと抜きつ抜かれつ
甲斐駒、仙丈ヶ岳、鳳凰３山がばっちり。２０分以上遅れてきた連れ合いを待って食事。
山頂で飲むビールを仕入れる。テント場の上に小さな花壇。黒百合、キタダケソウなど。
トイレを拝借。

日差し強くて暑い。ビールで乾杯。しばし眺望を楽しむ。鳳凰の向こうのうっすらとした影は
奥秩父か。北岳山荘とその向こうの縦走路もばっちり。
ここを通り過ぎたところで滑落事故に遭遇
事故の状況、ヘリの活動を見ていて遅くなった
残った家族、両親と弟を迎えにチャーターヘリ
更衣室で体を拭く。着替えてさっぱりとする。一つ布団にふたり。昨日よりはマシのよう。
外で紅茶とコーヒー。
残りのビールを楽しむ。そんなに良い食事ではない。
はしっこの壁が傾斜したところで、寝苦しい。

満天の星空の中を自炊場へ。自炊場の寝るところはがらがら。しまった。
釣り尾根のピークに隠れて見えない

昨日の事故もあって結構怖い
八本歯のコルから北岳山荘が見える。釣り尾根方面はきつそう。
梯子につぐ梯子をおりてきた。昨年の登りよりは楽。
強い日差しで腕、首が痛い。
いやあ、思ったより早く到着。生ビール。国民宿舎へ。学生の団体にぶつかり、風呂が混雑、
女湯はＯＫだが、男湯は３０分待ち。連れ合いを置いて山荘に戻る。水場で裸になり体を拭く。
村営バス
２台のマイクロが満席
北沢峠
いやあ、大勢いる。長衛小屋へ行く。かけそばを食べる。甲斐駒の入り口でバーナーでお茶を
入れ食事。のんびりする。
出発
林道を更に進み、左に下りると大平小屋。
大平山荘
山荘の中を通過すると藪沢新道。シラビソの大木の茂った森の中を急登。休むと汗が引き涼しい。
森をやっと抜けると沢沿いの岩の道、雪渓もある。小型の大樺沢の印象。
馬の背ヒュッテ
凄い混雑。手続きにも時間がかかる。予約なしは食事も無し。一つ布団に４人！！！
寝れそうもないので、１７時まで横になる。
食事
外のベンチで自炊。
寝る
朝日登山のリーダーと話す。彼は、食堂を狙っている。俺は、ザック置き場だ。
寝てる間に左目が粘っておかしくなる。朝見たら腫れ上がっている。虫だ！！きっと、
見つけた毛布を使ったのが敗因か。

8/2
2:30 起床
3:10 出発

騒がしくなり、どこうかと起きあがったら。なんと、連れ合いが来た。
星空ではあるが、雲が多い。

3:30 丹渓新道
4:40 無人小屋

5:10 出発
5:54- 山頂
6:12
6:30 分岐戻り
7:10 ｰ 小仙丈ヶ岳
7:15
8:15 大滝の頭

尾根に出る。キンバイ類が多い。シャクナゲも。
テントが１０張りくらいか。小屋は使われたようす無し。雲が多くて日の出は諦めて、
食事にする。風強く日が射ささず寒い。甲斐駒、鋸岳の向こう遠くに軍艦状の山陰、
その横に台形の山。おそらく中央アルプスと木曽御嶽。
仙丈ヶ岳へ直登するルートは立入禁止。崩落の危険だそうだ。それでも行くグループがいる。
我らはおとなしく、小仙丈ヶ岳分岐の方へ回り込む。
途中、凄い風で風防を被る。一時期、輪のついた太陽が顔を出す。ブロッケンが見えるかと
思ったが駄目。暫く山頂でガスの晴れるのを待ったが駄目。山頂には遭難碑。
昭和２７年７月２９日に石井敏さん、佐野さんが遭難。東芝の名前で遭難碑。
歳の頃６０数歳のおじいさんに会う。山頂は諦めて我らと一緒に下りる。
２８５５ｍ。少しガスが晴れて北岳の稜線が見えた。

途中で日が出て暑くなり、着替える。その間に先のおじいさんは下山していき、遂に会わない。
元気だ！！
9:38 林道
おおやっとだ！！ 間違えてキャンプ場の方へ行くところであった。
9:45 村営バス
ばっちり。広河原まで行くことにする。
10:15 広河原山荘
荷物を受け取り、ロッジの風呂をめざす。
11:30 バス停
今回は風呂は貸し切り。１１：３０オープンの食堂はやめてバスに乗ることにする。
バス停に行ったら、山梨交通のタクシー運ちゃんがいて、バス待ちをしていたテント持参の
若いお兄さんと３人でバス代で乗ることにする。
13:15 甲府駅
眠らなかった事と、どうも目を刺された毒で頭が痛い。
駅ビル５Ｆで食事。
目の腫れは翌日も酷かったが、竹山病院に行って帰ると引き始めた。途端に頭痛も消えすっきりとする。４日にＨ、
ほぼ常態に。
－－－－
北岳と仙丈ヶ岳のはしご(^_^)（１／２）
７月３０から８月２日と北岳と仙丈ヶ岳に連れ合い同伴で行ってきました。
山小屋に３泊の贅沢なのんびり山旅でしたが、北と中央の交通事情の影響も
あってか、予想通り山小屋はだいぶ混雑が激しかったです(;_;)。
北岳は昨年の夏に続いての２回目の訪問です。これで、北岳のいくつかあ
る一般的なコースを一応経験する事ができました。話は変わりますが、初め
ての山ですと実感を伴った全体イメージを持てないためか、余分な緊張を伴っ
てしまいます。私の場合は感覚が鈍いんでしょうね、再訪して初めてその山に
溶け込んだという感覚を楽しめます。
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
日 程：７月３０日（日）－８月２日（水）
山 域：南アルプス
山 名：北岳、仙丈ヶ岳
ルート：
７／３０：甲府＝タクシー＝広河原
13:24
15:25
７／３１：広河原－大樺沢－二股－小太郎分岐－肩の小屋－-北岳
4:40
7:08 9:40-10:37 11:07
12:25
北岳－北岳山荘
13:00 14:30
８／ １：北岳山荘－巻き道－八本歯のコル－二股－広河原
4:45
6:00
7:40 9:25
広河原＝＝北沢峠－－藪沢新道－馬ノ背ヒュッテ
10:30 11:00-12:20
15:10
８／ ２：馬ノ背ヒュッテ－丹渓新道－千丈小屋－仙丈ヶ岳
3:10
3:30
4:40-5:10 5:54
仙丈ヶ岳－小仙丈ヶ岳－大滝の頭－北沢峠
6:12
7:10
8:15
9:38
北沢峠＝＝広河原＝＝タクシー＝甲府
9:45 10:15-11:45
13:15
天 候：快晴、８／２の山頂付近はガス
メンバ：ＯＳＫ、連れ合いのふたり

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
というわけで（ﾄﾞｳｲｳﾜｹﾀﾞ？）
、広河原を拠点にして北岳と仙丈ヶ岳に行っ
てきました。天候にも恵まれ、あちこちで小屋泊まりをする楽チン山行きで
はありましたが、帰宅してからそのままぶっ倒れて１２時間以上の爆睡をし
ました。
初日は広河原山荘に泊まる予定でゆっくりと家を出て、甲府に１時過ぎに
到着。駅を出た途端に、
「これから広河原に予約客を迎えに行くので、バス
代で乗らないか」というタクシーに拾われました。広河原手前のトンネルの
出口付近から一般車が不法駐車しており、バスが対交できないものですから
スーパー林道は凄い渋滞でした。通常１時間のところを２時間もかかりまし
た。２年後くらいから一般車乗り入れ禁止になるとか言ってましたが、公共
の交通機関のあるところへは自家用車で来てもらいたくないものです。
前日は相当の宿泊者であったらしいですが、日曜の夜という事もあって広
河原山荘では２つの敷き布団に３人とまあまあゆったりと寝られました。早
めのワイン付き夕食の後、明日に備えて７時に横になりました。今回の山遊
びで、まあまあまともに眠れたのはこれだけでした(^_^;)。
２日目は４時に朝食をとりましたが、仙丈ヶ岳用の食事とか着替えを預け
たりの準備に手間取り、森の中の水の流れる登山道を歩き始めたのが４時４
０分と遅くなりました。涼しい気持ちの良い散歩道です。この後、お日様に
むき出しの大樺沢に沿った道に出るとたいへん。ギラギラの日光にあぶられ
て、みるみる剥き出しの顔、手が赤くなっていきす。やっとの思いで二股に
到着して木陰で休憩していると、大勢のハイカーが足の遅い私たちを追い抜
いていきます。今日も山の上の小屋は混雑しそうです。
昨年は八本歯のコルを登り、草スベリに下りたので、今回は二股を右にと
りました。花畑で有名ですが、シナノキンバイ、ミヤマキンバイ、クルマユ
リ、ミヤマハナシノブ（他は、忘れました(^_^;)）と楽しむ事が出来ました。
無粋な私には、なによりも所々に木陰のあるのがうれしい。
出発して５時間でやっとたどりついた小太郎尾根の分岐では、私に輪を掛
けて足の遅い連れ合いを待って、鳳凰三山、甲斐駒ヶ岳、明日に登る仙丈ヶ
岳を眺めながら早めの食事をしました。昨年は、雨の中で全く眺望の得られ
なかったところです。１時間もくつろいだ後、肩の小屋でトイレを拝借し、
山頂に到着したのが１２時半頃ですから８時間弱もかかったわけですね(^_^)。
ガスの中で寒くて震え上がった昨年とは、うって変わって雲一つ無い晴天で
した。今回は、
「暑い、暑い」と勝手な文句を言いながら、おいしいコーヒ
ーを飲みながら雄大な展望を楽しみました。流石に、遠景は霞んでいて、奥
秩父の方らしいシルエットが見える程度でしたが。
小１時間ものんびりとして、今夜の宿泊予定の北岳山荘方面に下り始め、
ほんの３０分くらい行ったところで滑落事故に遭遇しました。谷を挟んだ向
こう側の斜面のため、よくはわかりません。なにか大きな声がしたと思った
ら、ところどころ岩がゴツゴツと突き出した急勾配のザレた斜面を人が凄い
勢いで走り下りていきます。どうもその前を転がっていくザックを追いかけ
ているようです。
「危ない！、ザックくらい放っておけば良いのに」と近く
にいた人と話をしてましたが、実はザックと一緒に子供が滑落したらしい。
すぐ後をお父さんが追いかけたという事が暫くしてわかりました。おそらく
数百ｍ下も落下したでしょうか。斜面の途中ですが、やっと停止したようで、
足場の悪いところですが、一生懸命に心臓マッサージをしているようです。
山荘の方にさらに下っていくと、お父さんが放り出したらしいステッキとザッ
クが散らばっていました。その少し先には、お母さんらしい方と小学生の弟
らしい二人が呆然として抱き合っていました。家族４人で山歩きを楽しまら
れてたようです。１時間ほどして救助のヘリが来ました。何度かのやり直し
で、やっとつり上げに成功して病院に向かいました。助かると良いんですが。
北岳山荘は黒川紀章の設計だそうですね。確かに外から見るとしゃれてい
ます。昨日の混雑よりはましなようですが、それでも敷き布団ひとつに二人
という状態でした。夏山シーズンの山小屋にしては、まあまあの混雑でしょ
う。ただ、雪とか風を考えたのか、外観を考えたのかわかりませんが、寝る

場所の壁がえらく傾斜しています。そこに押し込められてしまい、起きあが
るのもままならなくなった私は、
「黒川め！！」と八つ当たり気味のぼやき
をしていたことを白状します。おかげで夜空を楽しみに屋外に出られなかっ
たじゃないか(^_^;)。
続く
北岳と仙丈ヶ岳のはしご(^_^)（２／２）
駄文をえんえんと続けてごめんなさい_(..)_ﾍﾟｺﾘ。
さて、３日目の８月１日です。本日は北岳を下りて仙丈ヶ岳の馬ノ背ヒュッ
テまで行く今回の山歩きのピークです。緊張のあまりか（本当は、これ以上
狭いところで寝てるのが苦しい）
、３時２０分に起きあがり、満天の星空を
楽しみながら朝食の支度をしました。人工衛星を見つける余裕はなかったで
すが、素晴らしく明るい流れ星を見ました。
釣り尾根方面からの日の出を見ようと大勢が出てこられ、ついつい仲間に
入って出発が４時４５分と遅くなりました。目の前にピークがあるため、日
の出はもうひとつの感じですが、赤く染まる富士山、近くは間ノ岳方面の稜
線と見事でした。
八本歯のコル方面への巻き道は通行止めとの噂もありましたが、ロープで
高山植物を保護した場所に入らないようにという事で、通行はＯＫです。
昨年は見つけられなかったキタダケソウですが、今回はハクサンイチゲ、ミ
ヤマオダマキと並んで満開でした、こじんまりとした厚手の花びらで可憐な
感じなんですね。八本歯のコルから雪渓までは梯子のオンパレードの急斜面
ですが、昨年の登りとは違って下りは楽チン楽チンです。ただ、真っ正面か
ら照りつける太陽にはまいりました。暑いのは通り過ぎて、昨日から赤くなっ
ていた腕、首の付近がヒリヒリします。雪渓の下が溶けてホールになったと
ころに行くと気持ちの良いこと。一挙に冬になったようで寒さに震え上がり
ます。
なんのかんのと言いながら、予定より早く広河原に到着し、国民宿舎の風
呂を目指しました。ところが学生さんの団体にぶつかり、男湯は３０分以上
の順番待ち。女湯はＯＫとの事で、私は混浴でも問題ないわけでありますが、
一部にこだわる方もいらっしゃる(^_^)。仕方ないので、連れ合いをおいて
私は広河原山荘の水場で裸になり、貧弱な肉体美を衆人の目に晒しました。
この方が、良俗に反するのでは・・・。
さっぱりとしたところで、１０時半の村営バスで北沢峠に向かいます。マ
イクロバス２台が満席でした。２５分で到着、歩くと２時間らしい。昨日の
北沢峠は凄い人出だったらしいですが、まだその余韻で大勢のハイカー、団
体さんで溢れていました。長衛荘で薄めるの忘れたらしいダシ醤油につけた
えらく辛い蕎麦を食べた後、紅茶とパンの食事でのんびりと北岳下山の疲れ
を癒しました。横を次々と甲斐駒ヶ岳に登っていかれます。我々も１時間半
の充電の後、仙丈にむかって出発しました。
林道をもう少し行って、左に下った（また下りだ、もったいない）大平山
荘を突ききり藪沢新道に入りました。見事な大木になったシラビソの森の中
を通っています。隣でありながら随分と北岳と違った印象です。木陰になり
休むとすーっと汗が引いていく気持ちの良い道です。暫く急登すると藪沢に
沿った道に出ます。ここは、小型の大樺沢の印象ですね。木陰のない石の道
を直登していくと小さな雪渓もありました。流石に足が重くなり、予定より
時間がかかって３時過ぎに馬ノ背ヒュッテに到着しました。相当の混雑で、
「北ア、木曽駒を変更した方もおられ、非常に混雑しています。失礼あると
思うが容赦下さい」と受付で一人一人に言っています。朝日登山の団体も来
ましたので滅茶苦茶で、敷き布団１枚に４人～５人が頭と足を交互にする究
極の状態です。予約無しの人は食事を提供できなかったようです。我々は予
約してましたが、自炊にすると言ったら喜んでいました。
私は夜陰に紛れて下のザック置き場に寝転がりました。ビバークよりはま
しだと思ってましたが、このときに目頭を虫に刺されてしまいました。２時
半に起きあがったときには、左目がお岩さんのように晴れ上がっています。

まあ、歩くのには支障がなさそうなので、３時過ぎに出発しました。昨日ま
でとは違って、空には雲が広がっています。丹渓新道分岐の尾根道に出て頂
上直下の無人小屋へ行く途中は花畑になっています。馬の瀬ヒュッテ近くも
そうでしたが、シナノキンバイが多いようです。ハクサンシャクナゲも満開
らしくて懐中電灯の光に浮かび上がってきます。無人小屋は使用された感じ
がなかったですが、周囲には１０張りくらいのテントが設営されていました。
雲が多いし、風も強いので、日の出は諦めて朝食としましした。はるか西
の方に見えるシルエットは中央アルプスでしょうか。台形のような山影も見
えます。ひょっとしたら木曽御嶽？ 目の前の甲斐駒は頂上にレンズような
雲を被っています。
強い風に震えながら食事を終えて、山頂をめざしました。直登コースは崩
落危険で通行禁止になっています。小仙丈に向かう方の道から回り込むよう
になります。ほんの４０分ほどで頂上に立ったときは、一面のガスで太陽の
位置も判然としません。風も凄い。いやあ、やっと山らしくなったと負け惜
しみを言いながら２０分ほど待機しましたが、ガスもはれそうもなく、下山
を開始しました。
眺望はもうひとつでしたが、途中で今回はじめての雷鳥に遭遇しましたし、
小仙丈では、ガスが一部晴れて向こう側の北岳の山並みを展望できました。
昨日の北岳側と本日の仙丈ヶ岳側からと対称位置から眺めることが出来たわけ
です（だから、なんなんだ(^_^)）
。
後はもう、ヒイコラ言いながら北沢峠目指して下山しました。私ども夫婦
の足では、これが限界のようです。北沢峠では、すぐ村営バスの便があり、
とりあえず広河原まで戻りました。広河原山荘に預けてあった荷物を受け取
り、国民宿舎まで行ってみました。今回はがら空きで風呂を独り占め、ゆっ
たりと疲れをほぐしました。宿舎前のバス停に行くと、タクシーの運転手に
声を掛けられ、再びバス代で甲府に戻りました。甲府の街の暑かったこと、
なんか脳天を殴りつけるような感じで熱気が降ってきます。腫れの引かない
左目用の目薬を購入し、列車に乗り込みました。途中で凄い雷雨にあいまし
たが、私どもの後の列車は落雷で遅れたようです。
帰宅し荷物を片づけ、なんとか夕食をとった後は、もう爆睡です。明けて
本日は１回目の夏休みの最終日です。左目の腫れも次第に引き始め、明日は
サングラスなしで職場に出れそうです。
ＯＳＫ
－－－－－－
北岳と仙丈ヶ岳をはしご(^_^)（１／２）
７月３０から８月２日と北岳と仙丈ヶ岳に連れ合い同伴で行ってきました。
山小屋に３泊の贅沢なのんびり山旅でしたが、北と中央の交通事情の影響も
あってか、予想通り山小屋は混雑が激しかったです(;_;)。
北岳は昨年の夏に続いての２回目の訪問です。これで、北岳のいくつかあ
る一般的なコースを一応経験する事ができました。話は変わりますが、初め
ての山ですと実感を伴った全体イメージを持てないためか、余分な緊張を伴っ
てしまいます。私の場合は感覚が鈍いんでしょうね、再訪して初めてその山に
溶け込んだという感覚を楽しめます。
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
日 程：７月３０日（日）－８月２日（水）
山 域：南アルプス
山 名：北岳、仙丈ヶ岳
ルート：
７／３０：甲府＝タクシー＝広河原
７／３１：広河原－大樺沢－二股－小太郎分岐－肩の小屋－-北岳
北岳－北岳山荘
８／ １：北岳山荘－巻き道－八本歯のコル－二股－広河原
広河原＝＝北沢峠－－藪沢新道－馬ノ背ヒュッテ
８／ ２：馬ノ背ヒュッテ－丹渓新道－千丈小屋－仙丈ヶ岳

仙丈ヶ岳－小仙丈ヶ岳－大滝の頭－北沢峠
北沢峠＝＝広河原＝＝タクシー＝甲府
天 候：快晴、８／２の山頂付近はガス
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
というわけで（ﾄﾞｳｲｳﾜｹﾀﾞ？）
、広河原を拠点にして北岳と仙丈ヶ岳に行っ
てきました。天候にも恵まれ、あちこちで小屋泊まりをする楽チン山行きで
はありましたが、帰宅してからそのままぶっ倒れて１２時間以上の爆睡をし
ました。
初日は広河原山荘に泊まる予定でゆっくりと家を出て、甲府に１時過ぎに
到着。駅を出た途端に、
「これから広河原に予約客を迎えに行くので、バス
代で乗らないか」というタクシーに拾われました。広河原手前のトンネルの
出口付近から一般車が不法駐車しており、バスが対交できないものですから
スーパー林道は凄い渋滞でした。通常１時間のところを２時間もかかりまし
た。２年後くらいから一般車乗り入れ禁止になるとか言ってましたが、公共
の交通機関のあるところへは自家用車で来てもらいたくないものです。
前日は相当の宿泊者であったらしいですが、日曜の夜という事もあって広
河原山荘では２つの敷き布団に３人とまあまあゆったりと寝られました。早
めのワイン付き夕食の後、明日に備えて７時に横になりました。今回の山遊
びで、なんとかまともに眠れたのはこれだけでした(^_^;)。
２日目は４時に朝食をとりましたが、仙丈ヶ岳用の食事とか着替えを預け
たり準備に手間取り、森の中の水の流れる登山道を歩き始めたのが４時４０
分と遅くなりました。暫くは涼しい気持ちの良い散歩道です。この後、お日
様にむき出しの大樺沢に沿った道に出るとたいへん。ギラギラの日光にあぶ
られて、みるみる剥き出しの顔、腕が赤くなっていきす。やっとの思いで二
股に到着して木陰で休憩していると、大勢のハイカーが足の遅い私たちを追
い抜いていきます。今日も山の上の小屋は混雑しそうです。
昨年は八本歯のコルを登り、草スベリに下りたので、今回は二股を右にと
りました。花畑で有名です。シナノキンバイ、ミヤマキンバイ、クルマユリ、
ミヤマハナシノブ（他は、忘れました(^_^;)）と楽しむ事が出来ました。無
粋な私には、なによりも所々に木陰のあるのがうれしい。
出発して５時間でやっとたどりついた小太郎尾根の分岐では、私に輪を掛
けて足の遅い連れ合いを待って、鳳凰三山、甲斐駒ヶ岳、明日に登る仙丈ヶ
岳を眺めながら早めの食事をしました。昨年は、雨の中で全く眺望の得られ
なかったところです。１時間もくつろいだ後、肩の小屋でトイレを拝借し、
山頂に到着したのが１２時半頃ですから８時間弱もかかったわけですね(^_^)。
ガスの中で寒くて震え上がった昨年とは、うって変わって雲一つ無い晴天で
した。おいしいコーヒーを飲みながら雄大な展望を楽しみました。流石に、
遠景は霞んでいて、奥秩父の方らしいシルエットが見える程度でした。
小１時間ものんびりとして、今夜の宿泊予定の北岳山荘方面に下り始め、
ほんの３０分くらい行ったところで滑落事故に遭遇しました。谷を挟んだ向
こう側の斜面のため、よくはわかりません。なにか大きな声がしたと思った
ら、ところどころ岩がゴツゴツと突き出した急勾配のザレた斜面を人が凄い
勢いで走り下りていきます。どうもその前を転がっていくザックを追いかけ
ているようです。
「危ない！、ザックくらい放っておけば良いのに」と近く
にいた人と話をしてましたが、実はザックと一緒に子供が滑落したらしい。
すぐ後をお父さんが追いかけたという事が暫くしてわかりました。おそらく
数百ｍも落下したでしょうか。斜面の途中ですが、やっと停止したようです。
足場の悪いところですが、一生懸命に心臓マッサージをしているようです。
山荘の方にさらに下っていくと、お父さんが放り出したらしいステッキとザッ
クが散らばっていました。その少し先には、お母さんらしい方と小学生の弟
らしい二人が呆然として抱き合っていました。家族４人で山歩きを楽しまら
れてたようです。１時間ほどして救助のヘリが来ました。何度かのやり直し
で、やっとつり上げに成功して病院に向かいました。助かると良いんですが。
北岳山荘は黒川紀章の設計だそうですね。確かに外から見るとしゃれてい

ます。昨日の混雑よりはましとの事ですが、それでも敷き布団ひとつに二人
という状態でした。夏山シーズンの山小屋にしては、まあまあの混雑でしょ
う。ただ、雪とか風を考えたのか、外観を考えたのかわかりませんが、寝る
場所の壁がえらく傾斜しています。私はそこに押し込められてしまい、起き
あがるのもままならなくなり、
「黒川め！！」と八つ当たり気味にぼやいて
いたことを白状します。おかげで夜空を楽しみに屋外に出られなかったじゃ
ないか(^_^;)。
続く
北岳と仙丈ヶ岳をはしご(^_^)（２／２）
駄文をえんえんと続けてごめんなさい_(..)_ﾍﾟｺﾘ。
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テまで行く計画です。今回の山歩きのピークです。緊張のあまりか（本当は、
これ以上狭いところで寝てるのが苦しい）
、３時２０分に起きあがり、満天
の星空を楽しみながら朝食の支度をしました。人工衛星を見つける余裕はな
かったですが、素晴らしく明るい流れ星を見ました。
釣り尾根方面からの日の出を見ようと大勢が出てこられ、ついつい仲間に
入って出発が４時４５分と遅くなりました。目の前にピークがあるため、日
の出はもうひとつの感じですが、赤く染まる富士山、近くは間ノ岳方面の稜
線と見事でした。
八本歯のコル方面への巻き道は通行止めとの噂もありましたが、ロープで
高山植物を保護した場所に入らないようにという事で、通行はＯＫです。
昨年は見つけられなかったキタダケソウですが、今回はハクサンイチゲ、ミ
ヤマオダマキと並んで満開でした、こじんまりとした厚手の花びらで可憐な
感じです。八本歯のコルから雪渓までは梯子のオンパレードの急斜面ですが、
昨年の登りとは違って下りは楽チン楽チンです。ただ、真っ正面から照りつ
ける太陽にはまいりました。暑いのは通り過ぎて、昨日から赤くなっていた
腕、首の付近がヒリヒリします。雪渓の下が溶けてホールになったところに
行くと気持ちの良いこと、一挙に冬になったようで寒さに震え上がります。
なんのかんのと言いながら、予定より早く広河原に到着し、国民宿舎の風
呂を目指しました。ところが学生さんの団体にぶつかり、男湯は３０分以上
の順番待ち。女湯はＯＫとの事で、私は混浴でも文句ないわけでありますが、
一部にこだわる方もいらっしゃる(^_^)。仕方ないので、連れ合いをおいて
私は広河原山荘の水場で裸になり、貧弱な肉体美を衆人の目に晒しました。
この方が、良俗に反するのでは・・・。
さっぱりとしたところで、１０時半の村営バスで北沢峠に向かいます。マ
イクロバス２台が満席でした。２５分で到着、歩くと２時間らしい。昨日の
北沢峠は凄い人出だったらしいが、まだその余韻で大勢のハイカー、団体さ
んで溢れていました。長衛荘で薄めるの忘れたらしいダシ醤油そのままの非
常に辛い蕎麦を食べた後、紅茶とパンの食事でのんびりと北岳下山の疲れを
癒しました。横を次々と甲斐駒ヶ岳への登山者が通過していきます。我々も
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を通っています。隣でありながら随分と北岳と違った印象です。木陰で休む
とすーっと汗が引いていく気持ちの良い道です。暫く急登すると藪沢に沿っ
た道に出ます。ここは、小型の大樺沢の印象ですね。木陰のない石の道を直
登していくと小さな雪渓もありました。流石に足が重くなり、予定より時間
がかかって３時過ぎに馬ノ背ヒュッテに到着しました。
小屋は相当の混雑です。
「北ア、木曽駒を変更した方もおられ、非常に混
雑しています。失礼あると思うが容赦下さい」と受付で一人一人に言ってい
ます。朝日旅行の団体も来ましたので、もう滅茶苦茶。敷き布団１枚に４人
から５人が頭と足を交互にする究極の状態です。予約無しの人は食事を提供
できなかったようです。我々は予約してましたが、自炊にすると言ったら喜
んでいました。

私は夜陰に紛れて下のザック置き場に寝転がりました。ビバークよりはま
しだと思ってましたが、このときに目頭を虫に刺されてしまいました。２時
半に起きあがったときには、左目がお岩さんのように晴れ上がっています。
まあ、歩くのには支障がなさそうなので、３時過ぎに出発しました。昨日ま
でとは違って、空には雲が広がっています。丹渓新道分岐の尾根道に出て頂
上直下の無人小屋へ行く途中は花畑になっています。馬の瀬ヒュッテ近くも
そうでしたが、シナノキンバイが多いようです。ハクサンシャクナゲも満開
らしくて懐中電灯の光に白く花びらが浮かび上がってきます。
無人小屋は使用された感じ
がなかったですが、周囲には１０張りくらいのテントが設営されていました。
雲が多いし風も強いので日の出は諦めて、無人小屋・テント場の広場で朝
食としましした。はるか西の方に見えるシルエットは中央アルプスでしょう
か。台形のような山影も見えます。木曽御嶽かも。目の前の甲斐駒は頂上に
レンズのような雲を被っています。
強い風に震えながら食事を終えて、山頂をめざしました。直登コースは崩
落危険で通行禁止になっています。小仙丈に向かう方の道から回り込むよう
になります。ほんの４０分ほどで頂上に立ったときは、一面のガスで太陽の
位置も判然としません。風も凄い。いやあ、やっと山らしくなったと負け惜
しみを言いながら２０分ほど待機しましたが、ガスもはれそうもなく、下山
を開始しました。なお、ここには昭和２７年に東芝が建てた慰霊碑がありま
した。石井さん、佐野さんという方が遭難されたようです。木曽駒で九州の
東芝が建てた慰霊碑に続いて２回目です。
さて眺望はもうひとつでしたが、途中で今回はじめての雷鳥に遭遇しまし
たし、小仙丈では、ガスが一部晴れて向こう側の北岳の山並みを展望できま
した。昨日の北岳側からと本日の仙丈ヶ岳側からで対称位置から眺めること
が出来たわけです（だから、なんなんだ(^_^)）
。
後はもう、ヒイコラ言いながら北沢峠目指して下山しました。私ども夫婦
の足では、これが限界のようです。北沢峠では、すぐ村営バスの便があり、
とりあえず広河原まで戻りました。広河原山荘に預けてあった荷物を受け取
り、国民宿舎まで行ってみました。今回はがら空きで風呂を独り占め、ゆっ
たりと疲れをほぐしました。宿舎前のバス停に行くと、タクシーの運転手に
声を掛けられ、再びバス代で甲府に戻りました。
いやあ甲府の街の暑かったこと、なんか脳天を殴りつけるような感じで熱
気が天から降ってきます。腫れの引かない左目用の目薬を駅前で購入し、列
車に乗り込みました。途中で凄い雷雨にあいましたが、私どもの後の列車は
落雷で遅れたようです。
帰宅し荷物を片づけ、なんとか夕食をとった後は、もう爆睡です。明けて
３日は１回目の夏休みの最終日です。左目の腫れも次第に引き始め、明日は
サングラスなしで職場に出れそうです。

表題:塔の岳－鍋割山
.塔の岳－鍋割山
*[01* 日
付<]'95/08/19＠日付
*[02* 山
系<]丹沢＠山系
*[03* コ ー ス<]塔の岳－鍋割山
*[04 地図・案内<]
大倉から本谷山荘まで水無川沿いの林道歩き。途中に竜神の水という名水があり。林道の端には、作治小屋・戸沢山荘・
戸沢バンガロー・本谷
山荘ほかのたくさんの山小屋。
本谷山荘からが山道もしくは沢登りのコース。登山道も書策新道の他に天神尾根、政次郎尾根がある。旧鉱山道という
廃道もあり。書策新道は、表尾根のカイサク小屋の御主人・渋谷書作さんが開いた登山道で、旧マンガン鉱道のあと。沢
あり滝ありという気持ちの良い道。沢を渡るので、厳冬期はアイゼン。大雨の後は不可。
（９５／０８／１９，２０） 金曜日のビール祭りで疲れ、体調も崩したために北八ヶ岳の訪問を諦める。
どうしようかなと思ったが、来週は山行き出来ないので思い切って出かける。

一応、テント持参とし準備に大汗。３：３０頃に家を出る。

メモを無くしたので、紀行文のみ
ビール祭りｘ八ヶ岳彷徨＝＞丹沢軟弱徘徊へ
久しぶりに丹沢にぶらりと行ってきました。軟弱な私ですから、昼間歩
く元気はもちろんありません。昼寝をたっぷりととった夕方からの行動で
す。本当は、テント担いで北八ヶ岳を彷徨したいなと思っていましたが、
前日のビール祭りが効いた。どうも飲み会あると、いつも体調を悪くしま
す（ﾉﾐｽｷﾞ(^_^;)。
-----------------------------------------------------------------日 程：８月１９日（土）－８月２０日（日）
山 域：丹沢
山 名：塔の岳、鍋割山
ルート：
８／１９ 小田急渋沢駅＝バス＝大倉－花立て
17:10 20:00
８／２０ 花立て－塔の岳－金冷やし－大丸ー小丸－鍋割山
7:02
後沢乗越－水浴(^_^)－大倉
10:50
天 候：晴、暑～い(;_;)
メンバ：単独
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
それはともかく、目覚めたのが９時もまわっていまし、この体調では八ヶ
岳に行くのも無理とあっさり諦めて、夕方からの丹沢行きに急遽変更しま
した。買い物、ちょっとだけの仕事とたっぷりの昼寝をした後、大汗かい
てテント担ぎ用のザックに荷物を詰め直したりしたため、渋沢駅に到着し
たのは、１７時前でした。だいぶ涼しくなりかけてはいました。それでも
特に暑い日であったのか、湿気と熱気はたっぷりと残留してくれていまし
たね。もっとも、この中を次々と下山してくる方がいるわけですから文句
は言えません。
堀山の家を通過した１９時頃は、もう日没で暗くなっていました。ファ
ミリー・バーベキューのおいしそうな匂いを横目に通過。もう懐中電灯が
ないと歩けない暗さです。こうなると、山歩きもつまらない。後ろに夜景
は拡がっていますが、そうそう見てられません。ひたすら、進む道の確認
をしているだけで、周りの風景はなにも見えません。時折、鹿だろうと思
われる大型動物の動く気配があるくらいです。
多分、オーバーペースにもなっているんでしょうが、高い湿気とあいまっ
て大汗をかきました。ビールの幻影が目の前をちらつきます。しかし、こ
のままだと、
「塔の岳到着は２０時を過ぎてしまう、ビールは幻のままに
終わるのか」と半分諦めかけていました・・が、捨てる神あれば拾う神あ
りです。日頃の精進のおかげか、救いの手がさしのべられました。そうな
んです、途中の花立山荘の前で１０人くらいの方が天ぷらパーティーをさ
れていました。
「よってく」と優しいお誘い。もちろん、否やはありませ
ん。早速、ビールを入手、おいしい天ぷら、サラダと思わぬご馳走にあり
つく事が出来ました。特に、トンビマイタケという貴重な茸の天ぷらは絶
品でした。風味、歯ごたえ、素晴らしかったですね。
というわけで、本日は花立てで停滞。ここの常連で、山はもちろん茸に
写真のベテランの「秦野の浜田さん」
「茅ヶ崎の糟さん」他に山の話を聞
かせて頂きました。うまいビールに、おいしい食事、楽しい話と、ほんと
素晴らしい夜を過ごす事が出来ました。おまけに、都市部が拡がるため見
えないものと思いこんでいた人工衛星をふたつも見つけられました。

翌朝は、ちょっとだけ片づけを手伝い(^_^)、塔の岳そして鍋割山へと進
みました。もちろん、暑い日中をまともに歩く気はありません。あっさり
と後沢乗越から下りました。実は、ここをおりると沢登りで有名なミズヒ
ノ沢、本谷の入り口がありますよね。あそこの淵のようになったところで、
水浴をしてみたいものだと、常々思っていました。本日はチャンスです。
水量が多少すくな目で、つかるところまでは無理でしたが、早速パンツ一
枚になって水浴びをしました。気持ち良かった(^_^)。
大倉では、もちろん生ビールを頂きまして、満ち足りた気分でバスに乗っ
たのは言うまでもありません。
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
久しぶりに丹沢の夜間歩き
久しぶりに丹沢にぶらりと行ってきました。軟弱な私ですから、昼間歩
く元気はもちろんありません。昼寝をたっぷりととった夕方からの行動で
す。それにしても驚きましたが、大倉尾根を下山（という事は昼間に登ら
れたわけです）してくる大勢の方とすれ違いました。翌日、今度は下山路
に選んだ後沢乗越、二股からの林道でも、これから登ろうという大勢の方
に出会いました。丹沢の最適季節は秋から冬だと思っていましたが、なか
なかどうして、夏の方が人が多いようです（ﾋﾞｯｸﾘ）
。
-----------------------------------------------------------------日 程：８月１９日（土）－８月２０日（日）
山 域：丹沢
山 名：塔の岳、鍋割山
ルート：
８／１９ 小田急渋沢駅＝バス＝大倉－花立て
17:10 20:00
８／２０ 花立て－塔の岳－金冷やし－大丸ー小丸－鍋割山
7:02
後沢乗越－水浴(^_^)－大倉
10:50
天 候：晴、暑～い(;_;)
メンバ：単独
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
本当は、テント担いで北八ヶ岳を彷徨したいなと思っていましたが、前
日の飲み会で調子を崩してしまいました。山で飲むビールはおいしいのに、
義理飲みは良くないですね。いつも調子を悪くします(^_^;)。
それはともかく、目覚めたのが９時もまわっていまし、この体調では八ヶ
岳に行くのも無理とあっさり諦めて、夕方からの丹沢行きに急遽変更しま
した。買い物、ちょっとだけの仕事とたっぷりの昼寝をした後、大汗かい
てテント担ぎ用のザックに荷物を詰め直したりしたため、渋沢駅に到着し
たのは、１７時前でした。だいぶ涼しくなりかけてはいました。それでも
特に暑い日であったのか、湿気と熱気はたっぷりと残留してくれていまし
たね。もっとも、この中を次々と下山してくる方がいるわけですから文句
は言えません。
堀山の家を通過した１９時頃は、もう日没で暗くなっていました。ファ
ミリー・バーベキューのおいしそうな匂いを横目に通過。もう懐中電灯が
ないと歩けない暗さです。こうなると、山歩きもつまらない。後ろに夜景
は拡がっていますが、そうそう見てられません。ひたすら、進む道の確認
をしているだけで、周りの風景はなにも見えません。時折、鹿だろうと思
われる大型動物の動く気配があるくらいです。
多分、オーバーペースにもなっているんでしょうが、高い湿気とあいまっ
て大汗をかきました。ビールの幻影が目の前をちらつきます。しかし、こ
のままだと、
「塔の岳到着は２０時を過ぎてしまう、ビールは幻のままに
終わるのか」と半分諦めかけていました・・が、捨てる神あれば拾う神あ
りです。日頃の精進のおかげか、救いの手がさしのべられました。そうな
んです、途中の花立山荘の前で１０人くらいの方が天ぷらパーティーをさ
れていました。
「よってく」と優しいお誘い。もちろん、否やはありませ
ん。早速、ビールを入手、おいしい天ぷら、サラダと思わぬご馳走にあり

つく事が出来ました。特に、トンビマイタケという貴重な茸の天ぷらは絶
品でした。風味、歯ごたえ、素晴らしかったですね。
ところで、１０月の第３週の土、日と茸パーティーをするそうです。自
生地まで案内してくれて、採取もさせてもらえるらしい。行きますか？
というわけで、本日は花立てで停滞。ここの常連で、山はもちろん茸に
写真のベテランの「秦野の浜田さん」
「茅ヶ崎の糟さん」他に山の話を聞
かせて頂きました。うまいビールに、おいしい食事、楽しい話と、ほんと
素晴らしい夜を過ごす事が出来ました。おまけに、都市部が拡がるため見
えないものと思いこんでいた人工衛星をふたつも見つけられました。
翌朝は、ちょっとだけ片づけを手伝い(^_^)、塔の岳そして鍋割山へと進
みました。もちろん、暑い日中をまともに歩く気はありません。あっさり
と後沢乗越から下りました。実は、ここをおりると沢登りで有名なミズヒ
ノ沢、本谷の入り口がありますよね。あそこの淵のようになったところで、
水浴をしてみたいものだと、常々思っていました。本日はチャンスです。
水量が多少すくな目で、つかるところまでは無理でしたが、早速パンツ一
枚になって水浴びをしました。気持ち良かった(^_^)。
大倉では、もちろん生ビールを頂きまして、満ち足りた気分でバスに乗っ
たのは言うまでもありません。
ＣＡＢ１００５７ ＯＳＫ
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
ちゅうさん、TAO さん、ＲＩＴＺさん、ＣｏｍｐＯｎさんに続いて丹沢
にぶらりと行ってきました。軟弱な私ですから、皆さんのように昼間歩く
元気はもちろんありません。昼寝をたっぷりととった夕方からの行動です。
それにしても驚きましたが、大倉尾根を下山（という事は昼間に登られた
わけです）してくる大勢の方とすれ違いました。翌日、今度は下山路に選
んだ後沢乗越、二股からの林道でも、これから登ろうという大勢の方に出
会いました。丹沢の最適季節は秋から冬だと思っていましたが、なかなか
どうして、夏の方が人が多いようです（ﾋﾞｯｸﾘ）
。
-----------------------------------------------------------------日 程：８月１９日（土）－８月２０日（日）
山 域：丹沢
山 名：塔の岳、鍋割山
ルート：
８／１９ 小田急渋沢駅＝バス＝大倉－花立て
17:10 20:00
８／２０ 花立て－塔の岳－金冷やし－大丸ー小丸－鍋割山
7:02
後沢乗越－水浴(^_^)－大倉
10:50
天 候：晴、暑～い(;_;)
メンバ：単独
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
本当は、テント担いで北八ヶ岳を彷徨したいなと思っていましたが、前
日の飲み会で調子を崩してしまいました。山で飲むビールはおいしいのに、
義理飲みは良くないですね。いつも調子を悪くします(^_^;)。
それはともかく、目覚めたのが９時もまわっていまし、この体調では八ヶ
岳に行くのも無理とあっさり諦めて、夕方からの丹沢行きに急遽変更しま
した。買い物、ちょっとだけの仕事とたっぷりの昼寝をした後、大汗かい
てテント担ぎ用のザックに荷物を詰め直したりしたため、渋沢駅に到着し
たのは、１７時前でした。だいぶ涼しくなりかけてはいました。それでも
特に暑い日であったのか、湿気と熱気はたっぷりと残留してくれていまし
たね。もっとも、この中を次々と下山してくる方がいるわけですから文句
は言えません。
堀山の家を通過した１９時頃は、もう日没で暗くなっていました。ファ
ミリー・バーベキューのおいしそうな匂いを横目に通過。もう懐中電灯が

ないと歩けない暗さです。こうなると、山歩きもつまらない。後ろに夜景
は拡がっていますが、そうそう見てられません。ひたすら、進む道の確認
をしているだけで、周りの風景はなにも見えません。時折、鹿だろうと思
われる大型動物の動く気配があるくらいです。
多分、オーバーペースにもなっているんでしょうが、高い湿気とあいまっ
て大汗をかきました。ビールの幻影が目の前をちらつきます。しかし、こ
のままだと、
「塔の岳到着は２０時を過ぎてしまう、ビールは幻のままに
終わるのか」と半分諦めかけていました・・が、日頃の精進のおかげか、
救いの手がさしのべられました。そうなんです、途中の花立山荘の前で１
０人くらいの方が天ぷらパーティーをされていました。
「よってく」と優
しいお誘い。もちろん、否やはありません。早速、ビールを入手、おいし
い天ぷら、サラダと思わぬご馳走にありつく事が出来ました。特に、トン
ビマイタケという貴重な茸の天ぷらは絶品でした。風味、歯ごたえ、素晴
らしかったですね。ところで、１０月の第３週の土、日と茸パーティーを
するそうです。自生地まで案内してくれて、採取もさせてもらえるらしい。
というわけで、本日は花立てで停滞。ここの常連で、山はもちろん茸に
写真のベテランの「秦野の浜田さん」
「茅ヶ崎の糟さん」他に山の話を聞
かせて頂きました。うまいビールに、おいしい食事、楽しい話と、ほんと
素晴らしい夜を過ごす事が出来ました。おまけに、都市部が拡がるため見
えないものと思いこんでいた人工衛星をふたつも見つけられました。
翌朝は、ちょっとだけ片づけを手伝い(^_^)、塔の岳そして鍋割山へと進
みました。もちろん、暑い日中をまともに歩く気はありません。あっさり
と後沢乗越から下りました。実は、ここをおりると沢登りで有名なミズヒ
ノ沢、本谷の入り口がありますよね。あそこの淵のようになったところで、
水浴をしてみたいものだと、常々思っていました。本日はチャンスです。
水量が多少すくな目で、つかるところまでは無理でしたが、早速パンツ一
枚になって水浴びをしました。気持ち良かった(^_^)。
大倉では、もちろん生ビールを頂きまして、満ち足りた気分でバスに乗っ
たのは言うまでもありません。
HBA01110、横浜のＯＳＫ

表題:大山北尾根－宮が瀬
.大山北尾根－宮が瀬
*[01* 日
付<]'95/09/10＠日付
*[02* 山
系<]丹沢＠山系
*[03* コ ー ス<]大山北尾根－宮が瀬
*[04 地図・案内<]
［コース］ 小田急伊勢原＝下社－大山頂上－北尾根－西沢の頭－ミズヒの頭－９００ｍ峰－鉄塔頂－１の沢峠
－黒岩－キャンプ場－宮が瀬＝本厚木
約 1200 年前、良弁大僧正によって開山。別名 阿夫利山または雨降山。標高 1252ｍ，表登山道のケーブルを利用して
も、ヤビツ峠からでも、標高差 約 500ｍの登り。高尾の様に公園化していないが、指導標もしっかりしており、道もまあ
まあ整備されている。表登山道、ヤビツ峠、日向薬師、広沢 寺とコースがある。交通の便が良い表コースは、信仰登山
のお年寄りから家族ハイクの幼児づれまで、天候，季節によらず結構の人出。
今回の北尾根は一般化されておらず、地図にも記載されていない。通常のハイキングの紹介にはみあたらない。新ハイ
キングには何回か投稿されて いた。
（’９５／０９／１０日）ひとり山開きの大山詣でを兼ねて北尾根
7:44 竹山発
曇り
7:57 鴨居
薄日が射してきた
8:18 町田
即
8:45 伊勢原
即
9:10 出発
大山講の人が大勢いた
9:40 ケーブル
２０分のケーブルが出たばかり
9:55 出発
下社参拝を済ませ登り開始

10:50
11:00
11:05
11:13

ヤビツ合流
山頂
出発
崩れ

案外と登りの人は少なかったが、山頂は大勢いた。すぐ、裏に回り、北尾根に飛び込む
２分で藪を抜ける
ここから、よく左の尾根に迷い込んだが、今はたくさんのテープあって、間違いようが無く
右の尾根へ
11:36 西沢の頭手前
東へ行く尾根と北に行く尾根に分岐。
11:47 西沢の頭
１０分くらいの登り、最初が急登。高度計では１０３５ｍ。
11:55 次の登り
登りの手前に東には征する尾根有り。
11:58 分岐
ゆっくりとした登りの途中、右への分岐あり。テープつき。９８５ｍ。ここが、多分沢へ
下りるコース。
12:03
小さなこぶを越えて、またゆっくりとした登り。
12:04 こぶ
１０００ｍ
12:10 分岐
北へ行く尾根と西へ行く尾根。ここは西を選択。
すぐ、ミズヒノ頭への登り。ここだけ草が成長、藪漕ぎ。９９０ｍ
草で全く見晴らし無し。すぐ、どんどん下る。
12:28 ８５０ｍ
鉄塔下の一番下りたところ
12:30 鉄塔
８６０ｍ。ここで食事。２０分
12:50 ８５５ｍピーク ふたりの男性ハイカーが昼寝中。すぐ、右へ。
13:08 小広場
ゆっくり下りてきたところで小広場。真っ直ぐ行きかけて、うん？。よく見ると右の方に
テープ。真っ直ぐ行くと、おそらく札掛の近傍へ、
。
13:17 モミの木
直径５０ｃｍくらいの木が真ん中からぽきり。残った方の幹に樹液がいっぱい。まるで涙
のようだ。すぐとなりの健常な木からも樹液。なんか敬虔な気持ちに。
谷から吹き上げる風が耳に当たり、啼くような音を出す。
13:30 ２・３分の登り
13:45 一の沢峠
風があり、少し涼しすぎるくらい。１５分休憩
13:59 林道
橋は火打橋。歩くと暑い。
14:09 黒岩
水量が半減。向こう側で犬を数匹連れた夫婦がキャンプしていた。
14:20 分岐
物見へ行くか、宮が瀬へ行くか悩む。登りのしんどさを考えて、左の宮が瀬を選ぶ
14:25 沢を渡る
整備されている。広い河原でキャンプも出来そう。
キャンプ場までは沢の上を通っている山道、ところどころ下りられる場所もある。
14:55 キャンプ村
なんと、ハイカーを入れてくれない。少しではあるが、迂回させられた。
15:00 車道
やたら車が多い。
15:06 一の瀬キャンプ
15:17 長者屋敷キャンプ ここを過ぎたところから立派な道路。ローリング族がいてうるさい。最近事故で死んだ
ライダーがいるようで仲間が来ていた。
15:39 霊園
15:55 丹沢山入り口
16:00 バス停
なんと、16:02 にバスらしい。バスの影も形もないので、三峰の帰りに寄った食堂に行き、
ビールを入手。家に電話。飲み終わったところで、遅れていたバス(16:06)。
あわてて乗ってから、シマッタ。杖を忘れた。もう手遅れだ。
－－－－
ひとり山開きのついでに大山北尾根へ
２回の週末がつぶれたため、実質３週間ぶりの山遊びです＼(^_^)／。
３０００ｍ級から丹沢のような低山までいれますと、一年中が山遊び
の最適シーズンともいえますが、やはり関東以西の低山ですと、９月か
ら翌年の６月くらいまでが快適ですよね。というわけで、９月になると
「一人山開き」と称して丹沢の大山詣でをしています。
-----------------------------------------------------------------日 程：９月１０日（日）
山 域：丹沢
山 名：大山北尾根
ルート：あまりにポピュラーな大山までは省略します
大山山頂－西沢の頭－ミズヒノ頭－高圧線鉄柱－一の沢峠
11:00
11:47
12:10
12:30-12:50
13:45
－黒岩－－－唐沢キャンプ場－一の瀬キャンプ場
14:09-14:20 14:55
15:06

－長者屋敷キャンプ場－宮が瀬霊園－宮が瀬バス停
15:17
15:39
16:00
天 候：晴ときどき曇り
メンバ：単独
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
３週間の間があくと、流石に「気がついたら、山に戻っていた」とは、
いかないですね。
「さあ、いくぞ」という気合いが必要。なんとなく、だ
るい身体を無理矢理に奮い立たせて出発しました。もっとも現金なもので
大山に登っている頃から快調になってきまして、
「うん、これなら北尾根
も行けそうだ」と急遽コースを変更しました。もちろん、こういう事もあ
るかと、出発時には「ふらふらコース」と「ばっちりコース」のふたつを
家族に届けてありました。
大山詣でが主目的ですから、下社に寄らないわけにいきません。とうわ
けで、登りは伊勢原からケーブル利用の超軟弱コースです。大山講の大勢
の人達に混じって、ギュウ詰めのケーブルで下社に到着。早速、安全登山
の参拝をしました。表参道の登り口には、小さな道中安全のお札が用意さ
れています。自分でお祓いをしてお札を受け、久しぶりの表参道に足を踏
み入れました。今回、気がつきましたが、ヤビツ峠からコースと表参道か
らのコースは所要時間が２・３分の差で殆ど同じなんですね。
この登りで体調が俄然良くなったものですから、休憩も取らず北尾根に
飛び込みました。山頂裏の笹トンネルが入り口です。この藪トンネルは、
ものの２・３分で抜けられます。そこには、ブナの深い森が貴方を待って
いますよ(^_^)。山頂の賑わいが嘘のように静かなものです。
山頂から３０分くらい森の中の散歩道を行くと、東に尾根が分岐してい
る所に出ます。これをとると石尊沢に出るのだろうと思います（横田先輩
そうですか？）
。ここは、そのまま北に向かう尾根を西沢の頭まで１０分
程登ります。最初の５分くらいが急登。頭を過ぎていったん下り、なだら
かな登りの途中に、東への分岐があります。これが、唐沢川に下り、唐沢
峠に登り返すコースですね（随分前ですが身動きできなくなったところ）
。
この後、２個だったかしら（？）こぶを越えると、北に延びる尾根と西に
向かう尾根の分岐に出ます（山頂から１時間１０分）。ここは、西に向か
う尾根を選びます。北方面の尾根も唐沢川のどこかに出られるのではない
かと思いますが、未確認。ここは少しわかりにくいですね。晩秋から春に
かけて落葉していると鉄塔までの見通しがありますが、この時期だと周囲
状況が把握しにくいです。
で、いよいよミズヒノ頭ですが、ここだけは背丈ほどの草があって、短
い時間ですが藪漕ぎをさせられます。草がなければ、表尾根の展望地なん
ですが。ここからは、どんどん下がっていきます。最後に少し登り返しま
すと鉄塔です。ここは、見晴らしが得られます。ススキとアキアカネの大
群に囲まれて、しばしの休憩と食事です（山頂より１時間２５分）。
鉄塔のすぐ先が小さなピークになっています。北尾根にはいって始めて、
ハイカーに遭遇しました。もっとも、二人の男性が昼寝中で言葉も交わさ
なかったので遭遇といえるかどうか。このピークのすぐ先に分岐がありま
す。右に下ると一の沢峠、まっすぐ行くと札掛です。鉄塔から２０分弱で
小さな広場に出ます。多少広くなっているものですから、ぼーっとして
いた私は真っ直ぐ尾根を下ろうとして、はてホントかなと確認に戻りまし
た。これが正解で、少し右寄りにもうひとつ尾根があり、ちゃんとテープ
が着いていました(^_^;)。
この下りには大きなモミの木がそこかしこにあります。有名らしいです
ね。ところでこの下りの途中ですが、直径５０ｃｍくらいのモミの木が中
間でぽっきりと折れていました。ふと、残った方の幹を見ると樹液がいっ
ぱい流れていまして、まるで涙を流しているようになっています。本当に
涙滴のような形になっていました。不思議なのは、その隣の木にも涙のよ
うに樹液が流れていました。突然、谷間から吹き上げてきた風が耳に当たっ
て響く音がまるで泣き声のように感じます。

なんだかんだで、一の沢峠に着いたのが鉄塔を出てから１時間弱。疲れ
の出てきた足を休めていますと、気持ちの良い涼しい風は吹いてきます。
もう、秋なんだ。ここから１０分ほどで林道、林道を横切り更に１０分下
ると黒岩です。水量の多い沢ですが、本日はいつもの半分くらいでした。
ここで、数匹の犬を連れてキャンプ中の夫婦に出会いました。ここからは、
物見峠に出て煤ヶ谷に下るか、中津川に出て宮が瀬まで行くかですね。
いつも、右にとって物見峠に行ってるものですから、今回は、初めての宮
が瀬コースを選びましたが、
・・・これが失敗。
最初のキャンプ場までの３０分くらいの間は、沢沿いの気持ちの良い道で
す（難点は、沢から少し離れた上を歩くことです）
。ところが、キャンプ場
を過ぎてからの車道は最悪です。やたらに車が多く、ローリング族のバイク
まで出没します。それに、このキャンプ場が、またハイカーに対してえらく
厳しいですね。中の通行もトイレの借用も駄目。たいした距離ではありませ
んが、迂回させられます。全くう(~_~ﾒ)。まあ、場違いの所に足を踏み入れ
たこちらの問題でしょう。
この車道を１時間歩いてやっと宮が瀬のバス停到着です。バス発車まで２分、
近くの店まで走り、ビールを入手したのはいうまでもありません。
ひとり山開きついでに大山北尾根へ
２回の週末がつぶれたため、実質３週間ぶりの山遊びです＼(^_^)／。
３０００ｍ級から丹沢のような低山までいれますと、一年中が山遊び
の最適シーズンともいえますが、やはり関東以西の低山ですと、９月か
ら翌年の６月くらいまでが快適ですよね。というわけで、９月になると
「一人山開き」と称して丹沢の大山詣でをしています。
-----------------------------------------------------------------日 程：９月１０日（日）
山 域：丹沢
山 名：大山北尾根
ルート：あまりにポピュラーな大山までは省略します
大山山頂－西沢の頭－ミズヒノ頭－高圧線鉄柱－一の沢峠
11:00
11:47
12:10
12:30-12:50
13:45
－黒岩－－－唐沢キャンプ場－一の瀬キャンプ場
14:09-14:20 14:55
15:06
－長者屋敷キャンプ場－宮が瀬霊園－宮が瀬バス停
15:17
15:39
16:00
天 候：晴ときどき曇り
メンバ：単独
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
３週間の間があくと、流石に「気がついたら、山に戻っていた」とは、
いかないですね。
「さあ、いくぞ」という気合いが必要。なんとなく、だ
るい身体を無理矢理に奮い立たせて出発しました。もっとも現金なもので
大山に登っている頃から快調になってきまして、
「うん、これなら北尾根
も行けそうだ」と急遽コースを変更しました。もちろん、こういう事もあ
るかと、出発時には「ふらふらコース」と「ばっちりコース」のふたつを
家族に届けてありました。
大山詣でが主目的ですから、下社に寄らないわけにいきません。とうわ
けで、登りは伊勢原からケーブル利用の超軟弱コースです。大山講の大勢
の人達に混じって、ギュウ詰めのケーブルで下社に到着。早速、安全登山
の参拝をしました。表参道の登り口には、小さな道中安全のお札が用意さ
れています。自分でお祓いをしてお札を受け、久しぶりの表参道に足を踏
み入れました。今回、気がつきましたが、ヤビツ峠からコースと表参道か
らのコースは所要時間が２・３分の差で殆ど同じなんですね。
この登りで体調が俄然良くなったものですから、休憩も取らず北尾根に

飛び込みました。山頂裏の笹トンネルが入り口です。この藪トンネルは、
ものの２・３分で抜けられます。そこには、ブナの深い森が貴方を待って
います。山頂の賑わいが嘘のように静かなものです。突入から８分くらい
で少し崩れた小さな斜面を通過しますと、やたらにテープが着けられた場
所に出ます。このテープですが、ここ１・２年でやけに増えました。少し
煩わしいくらい。もっとも、以前はここでよく左の尾根に引き込まれて引
き返しましたが、これだけテープがあると間違えずに右の尾根に入れます(^_^)。
山頂から３０分くらい森の中の散歩道を行くと、東に尾根が分岐してい
る所に出ます。これをとると石尊沢に出るのだろうと思います。ここは、
そのまま北に向かう尾根を西沢の頭まで１０分程登ります。最初の５分く
らいが急登。頭を過ぎていったん下り、なだらかな登りの途中に、東への
分岐があります。これが、唐沢川に下り、唐沢峠に登り返すコースですね。
この後、２個だったかしら（？）こぶを越えると、北に延びる尾根と西に
向かう尾根の分岐に出ます（山頂から１時間１０分）。ここは、西に向か
う尾根を選びます。北方面の尾根も唐沢川のどこかに出られるのではない
かと思いますが、未確認。ここは少しわかりにくいですね。晩秋から春に
かけて落葉していると鉄塔までの見通しがありますが、この時期だと周囲
状況が把握しにくいです。
で、いよいよミズヒノ頭ですが、ここだけは背丈ほどの草があって、短
い時間ですが藪漕ぎをさせられます。草がなければ、表尾根の展望地なん
ですが。ここからは、どんどん下がっていきます。最後に少し登り返しま
すと鉄塔です。ここは、見晴らしが得られます。ススキとアキアカネの大
群に囲まれて、しばしの休憩と食事です（山頂より１時間２５分）。
鉄塔のすぐ先が小さなピークになっています。北尾根にはいって始めて、
ハイカーに遭遇しました。もっとも、二人の男性が昼寝中で言葉も交わさ
なかったので遭遇といえるかどうか。このピークのすぐ先に分岐がありま
す。右に下ると一の沢峠、まっすぐ行くと札掛です。鉄塔から２０分弱で
小さな広場に出ます。多少広くなっているものですから、ぼーっとして
いた私は真っ直ぐ尾根を下ろうとして、はてホントかなと確認に戻りまし
た。これが正解で、少し右寄りにもうひとつ尾根があり、ちゃんとテープ
が着いていました(^_^;)。
この下りには大きなモミの木がそこかしこにあります。有名らしいです
ね。ところでこの下りの途中ですが、直径５０ｃｍくらいのモミの木が中
間でぽっきりと折れていました。ふと、残った方の幹を見ると樹液がいっ
ぱい流れていまして、まるで涙を流しているようになっています。本当に
涙滴のような形になっていました。不思議なのは、その隣の木にも涙のよ
うに樹液が流れていました。突然、谷間から吹き上げてきた風が耳に当たっ
て響く音がまるで泣き声のように感じます。
なんだかんだで、一の沢峠に着いたのが鉄塔を出てから１時間弱。疲れ
の出てきた足を休めていますと、気持ちの良い涼しい風は吹いてきます。
もう、秋なんだ。ここから１０分ほどで林道、林道を横切り更に１０分下
ると黒岩です。水量の多い沢ですが、本日はいつもの半分くらいでした。
ここで、数匹の犬を連れてキャンプ中の夫婦に出会いました。ここからは、
物見峠に出て煤ヶ谷に下るか、中津川に出て宮が瀬まで行くかですね。
いつも、右にとって物見峠に行ってるものですから、今回は、初めての宮
が瀬コースを選びましたが、
・・・これが失敗。
最初のキャンプ場までの３０分くらいの間は、沢沿いの気持ちの良い道で
す（難点は、沢から少し離れた上を歩くことです）
。ところが、キャンプ場
を過ぎてからの車道は最悪です。やたらに車が多く、ローリング族のバイク
まで出没します。それに、このキャンプ場が、またハイカーに対してえらく
厳しいですね。中の通行もトイレの借用も駄目。たいした距離ではありませ
んが、迂回させられます。全くう(~_~ﾒ)。まあ、場違いの所に足を踏み入れ
たこちらの問題でしょう。
この車道を１時間歩いてやっと宮が瀬のバス停到着です。バス発車まで２分、

近くの店まで走り、ビールを入手したのはいうまでもありません。
ＣＡＢ１００５７ ＯＳＫ
一人山開きで大山参拝のついでに北尾根へ
２回の週末がつぶれたため、実質３週間ぶりの山遊びです＼(^_^)／。
３０００ｍ級から丹沢のような低山までいれますと、一年中が山遊び
の最適シーズンともいえますが、やはり関東以西の低山ですと、９月か
ら翌年の６月くらいまでが快適ですよね。というわけで、９月になると
「一人山開き」と称して丹沢の大山詣でをしています。今回はついでに、
四番会議室の一部で話題に上がった大山北尾根に足をのばしました。
-----------------------------------------------------------------日 程：９月１０日（日）
山 域：丹沢
山 名：大山北尾根
ルート：あまりにポピュラーな大山までは省略します
大山山頂－西沢の頭－ミズヒノ頭－高圧線鉄柱－一の沢峠
11:00
11:47
12:10
12:30-12:50
13:45
－黒岩－－－唐沢キャンプ場－一の瀬キャンプ場
14:09-14:20 14:55
15:06
－長者屋敷キャンプ場－宮が瀬霊園－宮が瀬バス停
15:17
15:39
16:00
天 候：晴ときどき曇り
メンバ：単独
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
３週間の間があくと、流石に「気がついたら、山に戻っていた」とは、
いかないですね。
「さあ、いくぞ」という気合いが必要。なんとなく、だ
るい身体を無理矢理に奮い立たせて出発しました。もっとも現金なもので
大山に登っている頃から快調になってきまして、
「うん、これなら北尾根
も行けそうだ」と急遽コースを変更しました。もちろん、こういう事もあ
るかと、出発時には「ふらふらコース」と「ばっちりコース」のふたつを
家族に届けてありました。
大山詣でが主目的ですから、下社に寄らないわけにいきません。とうわ
けで、登りは伊勢原からケーブル利用の超軟弱コースです。大山講の大勢
の人達に混じって、ギュウ詰めのケーブルで下社に到着。早速、安全登山
の参拝をしました。表参道の登り口には、小さな道中安全のお札が用意さ
れています。自分でお祓いをしてお札を受け、久しぶりの表参道に足を踏
み入れました。今回、気がつきましたが、ヤビツ峠からコースと表参道か
らのコースは所要時間が２・３分の差で殆ど同じなんですね。
この登りで体調が俄然良くなったものですから、休憩も取らず北尾根に
飛び込みました。Ｃｏｍｐｏｎさんの書かれていた笹トンネルが入り口で
す。この藪トンネルは、ものの２・３分で抜けられます。そこには、ブナ
の深い森が貴方を待っています。山頂の賑わいが嘘のように静かなもので
す。突入から８分くらいで少し崩れた小さな斜面を通過しますと、やたら
にテープが着けられた場所に出ます。このテープですが、ここ１・２年で
やけに増えました。少し煩わしい。もっとも、以前はここでよく左の尾根
に引き込まれて引き返しましたが、これだけテープがあると間違えずに右
の尾根に入れます(^_^)。
山頂から３０分くらい森の中の散歩道を行くと、東に尾根が分岐してい
る所に出ます。これをとると石尊沢に出るのだろうと思います。ここは、
そのまま北に向かう尾根を西沢の頭まで１０分程登ります。最初の５分く
らいが急登。頭を過ぎていったん下り、なだらかな登りの途中に、東への
分岐があります。これが、唐沢川に下り、唐沢峠に登り返すコースですね。
この後、２個だったかしら（？）こぶを越えると、北に延びる尾根と西に
向かう尾根の分岐に出ます（山頂から１時間１０分）。ここは、西に向か

う尾根を選びます。北方面の尾根も唐沢川のどこかに出られるのではない
かと思いますが、未確認。ここは少しわかりにくいですね。晩秋から春に
かけて落葉していると鉄塔までの見通しがありますが、この時期だと周囲
状況が把握しにくいです。
で、いよいよミズヒノ頭ですが、ここだけは背丈ほどの草があって、短
い時間ですが藪漕ぎをさせられます。草がなければ、表尾根の展望地なん
ですが。ここからは、どんどん下がっていきます。最後に少し登り返しま
すと鉄塔です。ここは、見晴らしが得られます。ススキとアキアカネの大
群に囲まれて、しばしの休憩と食事です（山頂より１時間２５分）。
鉄塔のすぐ先が小さなピークになっています。北尾根にはいって始めて、
ハイカーに遭遇しました。もっとも、二人の男性が昼寝中で言葉も交わさ
なかったので遭遇といえるかどうか。このピークのすぐ先に分岐がありま
す。右に下ると一の沢峠、まっすぐ行くと札掛です。鉄塔から２０分弱で
小さな広場に出ます。多少広くなっているものですから、ぼーっとして
いた私は真っ直ぐ尾根を下ろうとして、はてホントかなと確認に戻りまし
た。これが正解で、少し右寄りにもうひとつ尾根があり、ちゃんとテープ
が着いていました(^_^;)。
この下りには大きなモミの木がそこかしこにあります。有名らしいです
ね。ところでこの下りの途中ですが、直径５０ｃｍくらいのモミの木が中
間でぽっきりと折れていました。ふと、残った方の幹を見ると樹液がいっ
ぱい流れていまして、まるで涙を流しているようになっています。本当に
涙滴のような形になっていました。不思議なのは、その隣の木にも涙のよ
うに樹液が流れていました。突然、谷間から吹き上げてきた風が耳に当たっ
て響く音がまるで泣き声のように感じます。
なんだかんだで、一の沢峠に着いたのが鉄塔を出てから１時間弱。疲れ
の出てきた足を休めていますと、気持ちの良い涼しい風は吹いてきます。
もう、秋なんだ。ここから１０分ほどで林道、林道を横切り更に１０分下
ると黒岩です。水量の多い沢ですが、本日はいつもの半分くらいでした。
ここで、数匹の犬を連れてキャンプ中の夫婦に出会いました。ここからは、
物見峠に出て煤ヶ谷に下るか、中津川に出て宮が瀬まで行くかですね。
いつも、右にとって物見峠に行ってるものですから、今回は、初めての宮
が瀬コースを選びましたが、
・・・これが失敗。
最初のキャンプ場までの３０分くらいの間は、沢沿いの気持ちの良い道で
す（難点は、沢から少し離れた上を歩くことです）
。ところが、キャンプ場
を過ぎてからの車道は最悪です。やたらに車が多く、ローリング族のバイク
まで出没します。それに、このキャンプ場が、またハイカーに対してえらく
厳しいですね。中の通行もトイレの借用も駄目。たいした距離ではありませ
んが、迂回させられます。全くう(~_~ﾒ)。
この車道を１時間歩いてやっと宮が瀬のバス停到着です。バス発車まで２分、
近くの店まで走り、ビールを入手したのはいうまでもありません。
HBA01110、横浜のＯＳＫ

表題:瑞牆山
.瑞牆山
*[01* 日
付<]'95/09/22＠日付
*[02* 山
系<]奥秩父＠山系
*[03* コ ー ス<]瑞牆山
*[04 地図・案内<]
［コース］
（’９５／０９／２２、２３日） 連れ合いとテント山行き 少し蒸し暑い。薄曇り
9:00 竹山発
長女が車で送ってくれる

9:10
9:58
10:21
12:30
13:30
13:50
14:12
14:30
15:00
15:15

鴨居
八王子
高尾
韮崎
瑞牆山荘
出発
林道横切り
里宮神社
富士見平
テント設営

16:00 早めの夕食
18:00
20:00

5:00 起床

6:20
6:50
8:15
8:20

出発
沢
やっと稜線に
山頂

9:30
10:34
11:00
11:30

下山
沢
富士見平
食事

12:04
12:30
12:45
13:40
14:30

下山
林道横切り
瑞牆山荘
みずがき号
増富温泉バス

予定より早い普通に乗ったら、後からの快速に抜かれた
高尾へ
どうしてか、列車の入線が遅れる
八王子から３２６０円。八王子まで５３０円。曇り、暑い
９３７０円
平日のせいもあってか、人は少ない。

水場まで近い、３分くらい。水も豊富。無人のテントが二張り。小屋は無人であるが、
きれい。幕営料１０００円をポストに入れる。すずめが中に入り出れなくなっていた。
周囲の散歩。薄暗くなったところで、テントの主が一組帰ってきた。若い夫婦か。
また、おっさんと若者の男性二人組が来て設営を始めた。
コーヒーも終わる。もう暗いし、曇っていて星空もダメ。寝る。
うるさくて目覚める。それにしても寒い。どうも団体が今頃来たらしく、わいわいと食事
を始めたようだ。覗いてみるが、暗くてよくわからん。ホッカイロを出す。やっと暖まる。
途中、２～３回、雨がぱらぱらと降ってきた。小屋に逃げ出す必要有るかなと思っている
うちにまた寝た。
うるさかった団体はもう見えない。いったい？？？、野宿？？
テントの連中はまだ寝ている。薄曇りだ。しかし、少し高くなったトイレと小屋の前で、
きれいに富士山が見える。
小屋の前で、道に迷って、小屋に避難したおじさんに会う。どうも、若宮神社のところが
わからなくて右往左往したらしい。だいぶ疲れている印象。
どーんと下って沢。
木の間から屹立する大きな岩も見えるわりには、なかなか到着しない印象。
山頂までの３０分くらいは岩また岩の感じで、楽しい。山頂も岩の上。
途中、雨がぱらぱらしてきたくらいで、空は曇っている。しかし、空気が澄んでいて、
素晴らしい眺望。富士山、南アは、八ガ岳はもちろん、中央アも。次第に北アも見えてきだす。
山頂には、
。１０人くらいか。大きな犬を連れた人も。暖かくて長居をした。
休日でもあり、登ってくる大勢の人とすれ違う。
２０分かけてテントの撤収
具の多いラーメンで満腹。昨晩うるさかった男性二人組もやっと起きたと思ったら、
そのまま下山していった。いったい・・？？。夫婦も起きてくる。
いやあ、荷物が重い。
時間があり、生ビール。
７００円、１４時ちょっと前に到着。ただ、温泉に入る時間はない。
１２００＋１００円

－－－－
瑞牆山荘→増富温泉 みずがき号
8:00,9:40,11:20,13:40,14:30,15:50
増富温泉→韮崎
7:15,8:50,10:30,12:10,14:30,16:40,17:30
＝＝＝＝＝＝＝
早池峰山に行き損ねて瑞牆山へ
いやあ、この休みはツイテいました。いえね、この２２日、２３日と予定
していた早池峰山ツアが中止になり、急遽、瑞牆山にを変更したんです。こ
れが思わぬ好展望に恵まれました＼(^_^)／。
コストパーフォマンスの良い早池峰山ツアを見つけ、申し込んでいました
が、最少人数に達しなかったため、残念なことに中止となりました。
しかし、どういうわけか２２日が休日なんです（もちろん、休みに文句は
ありません）
、これを有効活用しない手はありません。もうひとつ天候がぱっ
としませんが、テントを担いで瑞牆山にむかいました。

--------------------------------------------------------------------日 程：９月２２日（金）
、２３日（土）
山 域：奥秩父
山 名：瑞牆山
ルート：
２２日
中央線韮崎＝（タクシー）＝瑞牆山荘－富士見平
12:35
13:50
15:00
２３日
富士見平ー瑞牆山－－富士見平－－瑞牆山荘
6:20 8:20-9:30 11:00-12:04
12:45
瑞牆山荘＝（乗合タクシー）＝増富温泉
13:40
13:55
増富温泉＝（バス）＝韮崎
14:30
15:30
天 候：曇り時々晴れ、一時、雨
メンバ：連れ合いとふたり
--------------------------------------------------------------------一日目は、富士見平まで１時間程度登るだけですから、急ぐ必要もありま
せん。高尾始発の普通列車で韮崎までのんびりと列車の旅を楽しみました。
韮崎駅からはバス接続が悪く、タクシーを利用。９３７０円です。途中、次
第に雲を被る金峰山、瑞牆山方面を見て、運転手さんは「昨日までは良い天
気だったんですが・・」
。
「台風の影響かなあ、昨日の天気なんか良かろう
が悪かろうが関係ねえや。早池峰山は良い天気だろうな、くやしいな、まあ、
雨が降らなきゃいいか」と我々。
山荘から富士見平までの標準タイムは５０分ですが、久しぶりに持つテン
ト、シェラフの重みにふらつきながら(^_^;)、１時間１０分の大幅超過で富
士見平に到着しました。無人のテントが二張りあるだけで、人の気配はあり
ません。小屋も無人でポストに二人分の幕営料１０００円を投入してきまし
た。次第にガスの出てくるなか、テントを張りましたが、あまりに閑散とし
ているのも寂しいものです。熊でも出やしないかとヒヤヒヤ(^_^)。往復６分
の水場で補給した水で早速、早めの夕食準備に入ります。食事を終わるとす
る事もなく、ぼーっと林を眺めたり、辺りを散歩しますが、結婚歴２０年を
越える夫婦にロマンチックなムードが流れる筈もありません。そうこうして
いるているうちに、辺りも暗くなり、ロウソクの小型ランタンを出してのティ
ータイムとしました。小さなローソクの炎がゆらめくのを眺めながらのお茶
も、なかなかおつなものでした。
夜中に２、３度ぱらぱらっと雨が降ってきまして、これは小屋に逃げ込む
羽目になるのかと思っているうちに、また眠り込んでしまいました。幸い、
雨はすぐ止んだらしく、翌朝は全天に雲がかかっているものの地面は乾燥し
ています。少し高くなっている小屋の前まで行くと、富士山がくっきりと見
えます。だから、富士見平なんだと納得。
テントをそのままにして、サブザックを担いで瑞牆山へと向かいました。
ナナカマドが少し色づいていますが、紅葉はまだまだですね。シラビソ林を
抜けて、山頂３０分ほど手前からは岩また岩の歩きがいのある山道を楽しめ
ました。目の前に見える稜線に向かって一直線に登って行くのに、これがな
かなか到着できません。途中の林越しに屹立する大きな岩は、まるでＸＸの
よう（伏せ字？）
。
やっとたどり着いた山頂は大きな岩石で組上がっていまして、下を見下ろ
すと胃の辺りがむずむずします。途中、２回ほど雨が降り、山頂でも霰が落
ちてきましたが、展望は素晴らしいの一言です。富士山はもちろん、北岳、
仙丈ヶ岳、甲斐駒ヶ岳と南アルプスの全貌、手前には鳳凰三山。中央ルプス
に木曽御嶽、そして目の前に迫る八ヶ岳。山頂に到着したのが、８：２０で
したが、不思議なことに次第に空気が澄んできて北アルプスの稜線も見え始
めました。北岳、富士山にいたっては山腹の地肌までがくっきりと見える感
じです。風もなく、気持ちよく１時間以上も山頂に滞在しました。
たっぷりと展望を堪能しての下山では、例の屹立する大岩の上の隙間にツ
バメが巣を作っているのを見つけました。ツバメが大群をなして、飛び交っ

ていましたが、あれって岩ツバメなのかしら。
これから登っていく大勢のハイカーとすれ違いましたが、晴れ間が出てき
たせいか、さすがの好展望も霞がかかってきたようです。余裕の笑顔で挨拶
します(^_^;)。富士見平では、テントの撤収と野菜の大入りラーメンの昼食
をとり、再び重～い荷物を背負って瑞垣山荘まで下りました。早速、生ビー
ルで乾杯です。
増富温泉までは、山梨交通の乗合タクシーが出ています。温泉からは、二
時間に一本の路線バスがあります。このバスの接続が悪くて、温泉でひと風
呂は諦めました。
増富温泉への乗合タクシー（みずがき号）
７００円
8:00,9:40,11:20,13:40,14:30,15：50
増富温泉から韮崎への路線バス １２００円、荷物１００円
7:15,8:50,10:30,12:10,14:30,16:40､17:30
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好展望の瑞牆山
いやあ、この休みはツイテいました。いえね、この２２日、２３日と予定
していた早池峰山ツアが中止になり、急遽、テント担いで瑞牆山への夫婦山
行きに変更したんです。これが思わぬ好展望に恵まれました＼(^_^)／。
一日目は、富士見平まで１時間程、登るだけですから、急ぐ必要もありま
せん。高尾始発の普通列車で韮崎までのんびりと列車の旅を楽しみました。
韮崎駅からはバス接続が悪く、タクシーを利用。９３７０円です。途中、次
第に雲を被る金峰山、瑞牆山方面を見て、運転手さんは「昨日までは良い天
気だったんですが・・」
。
「台風の影響かなあ、昨日の天気なんか良かろう
が悪かろうが関係ねえや。早池峰山は良い天気だろうな、くやしいな、まあ、
雨が降らなきゃいいか」と我々夫婦。
平日のせいか、瑞牆山荘には車が少なかったですね。もっとも、翌日の土
曜日は、駐車場を溢れて林道に不法駐車が一杯になっていました。おそらく
紅葉シーズンは、最悪でしょうね。
山荘から富士見平までの標準タイムは５０分ですが、久しぶりに持つテン
ト、シェラフの重みにふらつきながら(^_^;)、１時間１０分の大幅超過で富
士見平に到着しました。無人のテントが二張りあるだけで、人の気配はあり
ません。小屋も無人でポストに二人分の幕営料１０００円を投入してきまし
た。次第にガスの出てくるなか、テントを張りましたが、あまりに閑散とし
ているのも寂しいものです。熊でも出やしないかとヒヤヒヤ(^_^)。
往復６分の水場で補給した水で早速、早めの夕食準備に入ります。食事を
終わるとする事もなく、ぼーっと林を眺めたり、辺りを散歩しますが、結婚
歴２０年を越える我ら夫婦にロマンチックなムードが流れる筈もありません。
そうこうしているているうちに、辺りも暗くなり、ロウソクの小型ランタン
を出してのティータイムとしました。小さなローソクの炎がゆらめくのを眺
めながらのお茶も、なかなかおつなものですよ(^_^)。
夜中に２、３度ぱらぱらっと雨が降ってきまして、これは小屋に逃げ込む
羽目になるのかと思っているうちに、また眠り込んでしまいました。幸い、
雨はすぐ止んだらしく、翌朝は全天に雲がかかっているものの地面は乾燥し
ています。少し高くなっている小屋の前まで行くと、富士山がくっきりと見
えます。だから、富士見平なんだと納得。
テントをそのままにして、サブザックを担いで瑞牆山へと向かいました。
ナナカマドが少し色づいていますが、紅葉はまだまだですね。シラビソ林を
抜けて、山頂３０分ほど手前からは岩また岩の歩きがいのある山道を楽しめ
ました。目の前に見える稜線に向かって一直線に登って行くのに、これがな
かなか到着できません。途中の林越しに屹立する大きな岩は、まるで男性の
ＸＸのよう（伏せ字？）
。
やっとたどり着いた山頂は大きな岩石で組上がっていまして、下を見下ろ
すと胃の辺りがむずむずします。途中、２回ほど雨が降り、山頂でも霰が落

ちてきましたが、展望は素晴らしいの一言です。富士山はもちろん、北岳、
仙丈ヶ岳、甲斐駒ヶ岳と南アルプスの全貌、手前には鳳凰三山。中央ルプス
に木曽御嶽、そして目の前に迫る八ヶ岳。山頂に到着したのが、８：２０で
したが、不思議なことに次第に空気が澄んできて北アルプスの稜線も見え始
めました。北岳、富士山にいたっては山腹の地肌までがくっきりと見える感
じです。風もなく、気持ちよく１時間以上も山頂に滞在しました。
たっぷりと展望を堪能しての下山では、例の屹立する大岩の上の隙間にツ
バメが巣を作っているのを見つけました。ツバメが大群をなして、飛び交っ
ていましたが、あれって岩ツバメなのかしら。
これから登っていく大勢のハイカーとすれ違いましたが、晴れ間が出てき
たせいか、さすがの好展望も霞がかかってきたようです。余裕の笑顔で挨拶
します(^_^;)。富士見平では、テントの撤収と野菜の大入りラーメンの昼食
をとり、再び重～い荷物を背負って瑞垣山荘まで下りました。早速、生ビー
ルで乾杯です。
増富温泉までは、山梨交通の乗合タクシーが出ています。温泉からは、二
時間に一本の路線バスがあります。このバスの接続が悪くて、温泉でひと風
呂は諦めました。というわけで、テントはだいぶ冷え込みましたが、展望の
山旅を楽しめました。
仕事を押しつけてしまった、おふたりへ。おみやげもなく、ごめんなさい。
－－－－－－
早池峰山に行き損ねて瑞牆山へ
いやあ、この休みはツイテいました。いえね、この２２日、２３日と予定
していた早池峰山ツアが中止になり、急遽、瑞牆山にを変更したんです。こ
れが思わぬ好展望に恵まれました＼(^_^)／。
コストパーフォマンスの良い早池峰山ツアを見つけ、申し込んでいました
が、最少人数に達しなかったため、残念なことに中止となりました。
しかし、どういうわけか２２日が休日なんです（もちろん、休みに文句は
ありません）
、これを有効活用しない手はありません。もうひとつ天候がぱっ
としませんが、テントを担いで瑞牆山にむかいました。
--------------------------------------------------------------------日 程：９月２２日（金）
、２３日（土）
山 域：奥秩父
山 名：瑞牆山
ルート：
２２日
中央線韮崎＝（タクシー）＝瑞牆山荘－富士見平
12:35
13:50
15:00
２３日
富士見平ー瑞牆山－－富士見平－－瑞牆山荘
6:20 8:20-9:30 11:00-12:04
12:45
瑞牆山荘＝（乗合タクシー）＝増富温泉
13:40
13:55
増富温泉＝（バス）＝韮崎
14:30
15:30
天 候：曇り時々晴れ、一時、雨
メンバ：連れ合いとふたり
--------------------------------------------------------------------一日目は、富士見平まで１時間程度登るだけですから、急ぐ必要もありま
せん。高尾始発の普通列車で韮崎までのんびりと列車の旅を楽しみました。
韮崎駅からはバス接続が悪く、タクシーを利用。９３７０円です。途中、次
第に雲を被る金峰山、瑞牆山方面を見て、運転手さんは「昨日までは良い天
気だったんですが・・」
。
「台風の影響かなあ、昨日の天気なんか良かろう
が悪かろうが関係ねえや。早池峰山は良い天気だろうな、くやしいな、まあ、
雨が降らなきゃいいか」と我々。
平日のせいか、瑞牆山荘には車が少なかったですね。もっとも、翌日の土
曜日は、駐車場を溢れて林道に不法駐車が一杯になっていました。おそらく
紅葉シーズンは、最悪でしょうね。
山荘から富士見平までの標準タイムは５０分ですが、久しぶりに持つテン

ト、シェラフの重みにふらつきながら(^_^;)、１時間１０分の大幅超過で富
士見平に到着しました。無人のテントが二張りあるだけで、人の気配はあり
ません。小屋も無人でポストに二人分の幕営料１０００円を投入してきまし
た。次第にガスの出てくるなか、テントを張りましたが、あまりに閑散とし
ているのも寂しいものです。熊でも出やしないかとヒヤヒヤ(^_^)。往復６分
の水場で補給した水で早速、早めの夕食準備に入ります。食事を終わるとす
る事もなく、ぼーっと林を眺めたり、辺りを散歩しますが、結婚歴２０年を
越える夫婦にロマンチックなムードが流れる筈もありません。そうこうして
いるているうちに、辺りも暗くなり、ロウソクの小型ランタンを出してのティ
ータイムとしました。小さなローソクの炎がゆらめくのを眺めながらのお茶
も、なかなかおつなものでした。
夜中に２、３度ぱらぱらっと雨が降ってきまして、これは小屋に逃げ込む
羽目になるのかと思っているうちに、また眠り込んでしまいました。幸い、
雨はすぐ止んだらしく、翌朝は全天に雲がかかっているものの地面は乾燥し
ています。少し高くなっている小屋の前まで行くと、富士山がくっきりと見
えます。だから、富士見平なんだと納得。
テントをそのままにして、サブザックを担いで瑞牆山へと向かいました。
ナナカマドが少し色づいていますが、紅葉はまだまだですね。シラビソ林を
抜けて、山頂３０分ほど手前からは岩また岩の歩きがいのある山道を楽しめ
ました。目の前に見える稜線に向かって一直線に登って行くのに、これがな
かなか到着できません。途中の林越しに屹立する大きな岩は、まるでＸＸの
よう（伏せ字？）
。
やっとたどり着いた山頂は大きな岩石で組上がっていまして、下を見下ろ
すと胃の辺りがむずむずします。途中、２回ほど雨が降り、山頂でも霰が落
ちてきましたが、展望は素晴らしいの一言です。富士山はもちろん、北岳、
仙丈ヶ岳、甲斐駒ヶ岳と南アルプスの全貌、手前には鳳凰三山。中央ルプス
に木曽御嶽、そして目の前に迫る八ヶ岳。山頂に到着したのが、８：２０で
したが、不思議なことに次第に空気が澄んできて北アルプスの稜線も見え始
めました。北岳、富士山にいたっては山腹の地肌までがくっきりと見える感
じです。風もなく、気持ちよく１時間以上も山頂に滞在しました。
たっぷりと展望を堪能しての下山では、例の屹立する大岩の上の隙間にツ
バメが巣を作っているのを見つけました。ツバメが大群をなして、飛び交っ
ていましたが、あれって岩ツバメなのかしら。
これから登っていく大勢のハイカーとすれ違いましたが、晴れ間が出てき
たせいか、さすがの好展望も霞がかかってきたようです。余裕の笑顔で挨拶
します(^_^;)。富士見平では、テントの撤収と野菜の大入りラーメンの昼食
をとり、再び重～い荷物を背負って瑞垣山荘まで下りました。早速、生ビー
ルで乾杯です。
増富温泉までは、山梨交通の乗合タクシーが出ています。温泉からは、二
時間に一本の路線バスがあります。このバスの接続が悪くて、温泉でひと風
呂は諦めました。
増富温泉への乗合タクシー（みずがき号）
７００円
8:00,9:40,11:20,13:40,14:30,15：50
増富温泉から韮崎への路線バス １２００円、荷物１００円
7:15,8:50,10:30,12:10,14:30,16:40､17:30
ＣＡＢ１００５７ ＯＳＫ

表題:大山三峰
.大山三峰
*[01* 日
付<]'95/10/01＠日付
*[02* 山
系<]丹沢＠山系
*[03* コ ー ス<]大山三峰
*[04 地図・案内<]

［コース］小田急本厚木＝煤ガ谷（宮ガ瀬行き）－湯出川橋－物見峠分岐－山の神－北峰－三峰－不動尻
－広沢寺温泉入り口＝本厚木
大山から北方に伸びる尾根筋に連なる４～５個のピークからなる。起伏も結構あり、一部ザレたところとか鎖場,はし
ごもあり変化に富んでいる。８９年の夏には滑落死亡事故があり、急峻であり経験者向きの山である旨の立て看が随所に
出ている。しかし、ハイキングガイドに出ている事もあって、毎回１，２人のあまり装備のできていない人が混じってく
る。なお、交通の便も結構良いほうだが、訪れる人はあまり多くなく、静かであった。登り口のあたりには野生の猿もい
るようだ。狩猟期には猪のハンターもいる・・・しかし、コース整備が進み、人気コースになって人が多くなった現在は？
（’９５／１０／０１）
7:44
7:58
8:1?
8:37
8:40
9:20
10:10
10:23
10:42
11:32
11:45
11:50
12:00
12:30

竹山
鴨居
町田
本厚木バス停
バス出発
出発
物見分岐ベンチ
山の神
物見分岐
弁当岩
第２ピーク
山頂
食事
最後のピーク

曇り、大山三峰から唐沢峠の道を探索

宮が瀬行きが既に待っていた。ダム見学のハイカー集団が大勢いたが、座れる。
晴れてきた。暑い。二人のおばさんも三峰のようだ。
団体が休憩中、素どうりする。途中で一組追い越している。団体が多そう。
休憩、途中で追い越した団体がきた。
時計は７１５ｍ表示
この第一ピークは、８８０ｍ。ヨタヨタのおじいさん。

９２０ｍ表示。３０分短縮！！！、大勢の人が居たので、素通り。
次のピークの手前で食事。約１５分
ここからは西に向かってドーンと下りていく。山頂から右方向へ下る道を探したが、とて
も登り返せないようなところばかり。
12:47 ベンチ
やはり、予想通りにこの上を通る道がある。テープもあった。蔓が少し妨害するが、藪漕ぎ
もなく気持ちの良い平坦な尾根道。
北尾根に似ているのは隣の尾根だから当然か。
13:05 小広場８６０ｍ ここで、野営または食事をした人が居て、道が不明瞭に。真っ直ぐ行きそうになるが、
テープは左に下る道に。
13:15 ８５５ｍピーク ３分くらいの登りでピークに。迷い込みそうな右への尾根には通行止めのロープ。依然とし
て南に向かって下る道が正解。これは、間違えそうなところ。
13:26 ８２０ｍピーク
13:34 ８３５ｍピーク 前には有刺鉄線の鹿柵。それに沿った東西に走る明瞭な山道。そこから、今に道に入ら
ないように張られた数ｍのロープ。はてと悩む。少し、右の方に看板。なんと不動尻と書い
てある。そうなんだ、もう大山からの下山道に出てしまったらしい。
13:51 柵越え階段
すぐ柵を越える木の階段、そのしたに指導標（不動尻１．４Ｋｍ、大山２．９Ｋｍ）
。
14:13 不動尻
結局、柵越えの階段ふたつで、ここに。
沢でビールを冷やし、汗を拭く
15:30 バス停
ーーーーー
ＣｏｍｐＯｎさんの書き込み、＃３１５０
≫地図では、三峰山から唐沢峠を経て大山へ、865m の標高点のある尾根筋がず
≫っとつながっているように見えますが、その尾根筋に沿って歩けないものなん
≫でしょうか？
≫先日、辺りをキョロキョロしながら歩いたのですが、そのような道や踏み跡ら
≫しきものは見つかりませんでしたが････。
に触発されて道探しの山歩きに出かけました。
--------------------------------------------------------------------日程：１０月１日（日）
山 域：丹沢
山 名：大山三峰から唐沢峠
ルート：小田急本厚木＝煤ヶ谷－大山三峰－唐沢峠の不動尻寄り
8:40
9:20
11:50
13:34
鹿柵越えの木の階段
13:51
不動尻－広沢寺温泉入り口＝小田急本厚木
14:13
14:30

天 候：曇り
メンバ：単独
--------------------------------------------------------------------ＣｏｍｐＯｎさんの書き込みを読んだとき、
「大山三峰側からの入り口は、
ひょっとしたらあそこでは」と、いつもは霞のかかっている脳細胞の片隅が珍
しく反応しました(^_^)。その後、どなたからの情報もないようでしたので、
「じゃあ、調べてみるべえ」と出かけることにしました。
さて、溜まっていた仕事を土曜日に片づけ、日曜日ははれて自由の身となり
ました。
「熊と格闘しても帰ってくるからな（唐沢川の源頭に熊がいたという
情報が我が家には飛び交っております）
」と
本厚木で宮が瀬行きのバスに乗車しました。もうダムも完成し、今週には水
張り開始だったと思います。ハイキングがてらに見学しようという団体さんと
一緒になりましたが、煤ヶ谷で下車した山行き派は私以外にふたりの女性がい
ただけでした。三峰ブームもやっと終わったかと喜んだのも束の間で、途中で
５・６組の団体に遭遇しました。もちろん、狭い山頂には人が溢れていました。
今回は、唐沢峠探索の崇高な使命があります。山頂はそのまま素通りし、次
のピークを目指しました。ここらあたりから、右、すなわち南西方面への分岐
がないかと細心の注意を払う必要があるわけです。ところが、２つ目の小ピー
クを越えても、分岐らしいものはありません。沢に向かっての急斜面しかあり
ません。ななんとか下りられても、私の実力では戻ってこられそうもありませ
ん。これは、やはり当初に閃いたとおり、例のベンチのところが怪しいのでは
と、最後のチャンスにかけて足を進めました。
三峰の山頂から不動尻側へ下りると、ピークがふたつあります。最後のピー
クは小広くなっていて、西に向かってドーンと下っていきます。地図を見ると
そのまま直進していくと唐沢峠に行けそうですが、やはり道がありません。
そうこうするうちに、ベンチがあるところに出ます。通常コースですと、こ
こから左に斜面を稲妻状に下り、沢に下りていきます。そして、ありました！！
ベンチの上側に踏み跡が通っています。ついでに残念ながら赤いテープまで、
しっかりとあるじゃないですか。
一部に蔓が道をふさいでいるところもありますが、藪漕ぎも必要ない平坦な
尾根をひたすら南進します。テープが要所要所にあり、踏み跡もあります。モ
ミの大木にブナ、ナラの混じった気持ちの良い雑木林の散歩道でした。流石に
歩く人が少ないせいか、足へのクッションも快適ですし、この時間になっても
鹿とリスがちょろちょろと顔を出します。
ベンチから約２０分で約８６０ｍの広場に出ます。直進方向に休憩した跡が
残っていて、さてどちらへと一瞬迷いましたが、よく見ると左の方にテープが
ありました。いったん下り１０分ほどまた約８５５ｍの小ピークに出ます。
間違いそうな尾根道にはテープで通行止めにしてあり、左よりに依然として南
に向かって下っていきます。
約１０分ごとに、８２０ｍ、８３５ｍの小ピークを越えていきますと、有刺
鉄線の柵に突きあたります。柵に沿って手前には明瞭な山道が左右に走ってい
ます。更に道の手前には、真新しいロープが通せんぼするように張られていま
す。本日、初めて「はて、どうしたもんだろう」と考え込んでしまいました。
が、辺りを見回すと、
「不動尻へ」という標識があります。そうなんです。あっ
けなく大山－広沢寺コースに出てしまったわけです。
ＣｏｍｐＯｎさんが、
「唐沢峠の周辺に三峰からの道がなさそうだ」とおっ
しゃていたのは当然でしたね。唐沢峠からだいぶ下がったところに出てきます。
どちらへ行こうかと－大山にしようか、不動尻にしようかと悩みましたが、
登り口の煤ヶ谷で購入したビールを沢で冷やしての誘惑に負けて、不動尻とい
たしました。
蒸し暑い一日だったものですから、沢冷えビールはうまかった(^_^)。
HBA01110、横浜のＯＳＫ

ニフティーでの「大山三峰から唐沢峠への道」の問い合わせに触発されて、
道探しの山歩きに出かけました。
--------------------------------------------------------------------日程：１０月１日（日）
山 域：丹沢
山 名：大山三峰から唐沢峠
ルート：小田急本厚木＝煤ヶ谷－大山三峰－唐沢峠の不動尻寄り
8:40
9:20
11:50
13:34
鹿柵越えの木の階段
13:51
不動尻－広沢寺温泉入り口＝小田急本厚木
14:13
14:30
天 候：曇り
メンバ：単独
--------------------------------------------------------------------さて、溜まっていた仕事の一部を土曜日に片づけ、日曜日は一応、自由の身
となりました（しました(^_^;)）
。
「熊と格闘しても帰ってくるからな」と家
人言い残して出発です(^_^;)。いえね、横田さんの記事を見てから、唐沢川の
源頭には熊がいるという情報が、我が家に飛び交っております。
本厚木で宮が瀬行きのバスに乗車しました。もうダムも完成し、今週には水
張り開始だったと思います。ハイキングがてらに見学しようという団体さんと
一緒になりましたが、煤ヶ谷で下車した山行き派は私以外にふたりの女性がい
ただけでした。三峰ブームもやっと終わったかと喜んだのも束の間で、途中で
５・６組の団体に遭遇しました。もちろん、狭い山頂には人が溢れていました。
今回は、唐沢峠探索の崇高な使命があります。山頂はそのまま素通りし、次
のピークを目指しました。ここらあたりから、右、すなわち南西方面への分岐
がないかと細心の注意を払う必要があるわけです。ところが、２つ目の小ピー
クを越えても、分岐らしいものはありません。沢に向かっての急斜面しかあり
ません。なんとか下りられても、私の実力では戻ってこられそうもありません。
これは、やはり当初に閃いたとおり、例のベンチのところが怪しいのではと、
最後のチャンスにかけて足を進めました。
三峰の山頂から不動尻側へ下りると、ピークがふたつあります。最後のピー
クは小広くなっていて、西に向かってドーンと下っていきます。地図を見ると
そのまま直進していけば、唐沢峠に行けそうですが、やはり道がありません。
そうこうするうちに、ベンチがあるところまで到着してしまいました。通常
コースですと、ここから左に斜面を稲妻状に下り、沢に下りていきます。そし
て、ありました！！ ベンチの上側に踏み跡が通っています。ついでに残念な
がら赤いテープまで、しっかりとあるじゃないですか。
一部に蔓が道をふさいでいるところもありますが、藪漕ぎも必要ない平坦な
尾根をひたすら南進します。テープが要所要所にあり、踏み跡もあります。モ
ミの大木にブナ、ナラの混じった気持ちの良い雑木林の散歩道でした。流石に
歩く人が少ないせいか、足へのクッションも快適ですし、この時間になっても
鹿とリスがちょろちょろと顔を出します。
ベンチから約２０分の緩やかな登りで小広場に出ます。直進方向に休憩した
跡が残っていて、さてどちらへと一瞬迷いましたが、よく見ると左の方にテー
プがありました。これをいったん下り、１０分ほどで、また小ピークに出ます。
間違って入っていきそうな尾根道にはテープで通行止めにしてあり、左よりに
依然として南に向かって下っていきます。
約１０分ごとに、ふたつの小ピークを越えていきますと、有刺鉄線の柵に突
きあたります。柵に沿って手前には明瞭な山道が左右に走っています。更に道
の手前には、真新しいロープが通せんぼするように張られています。
本日、初めて「はて、どうしたもんだろう」と考え込んでしまいました・が、
辺りを見回すと、
「不動尻へ」という標識があります。そうなんです。あっけ
なく大山－広沢寺コースに出てしまったわけです。

どちらへ行こうか－大山にしようか、不動尻にしようか－と悩みましたが、
登り口の煤ヶ谷で購入したビールを沢で冷やしての誘惑に負けて、不動尻とい
たしました。蒸し暑い一日だったものですから、沢冷しビールはうまかった(^_^)。
このコースは危険なところもなく（熊はしりませんよ）、大山からの一般的な
ハイキングコースのバリエーションに使えそうです。初めて山を歩く人には大山
に三峰までとなると、ちょっとキツイかな。
－－－－－－－－－－
ニフティーでの「大山三峰から唐沢峠への道」の問い合わせに触発されて、
道探しの山歩きに出かけました。
--------------------------------------------------------------------日程：１０月１日（日）
山 域：丹沢
山 名：大山三峰から唐沢峠
ルート：小田急本厚木＝煤ヶ谷－大山三峰－唐沢峠の不動尻寄り
8:40
9:20
11:50
13:34
鹿柵越えの木の階段
13:51
不動尻－広沢寺温泉入り口＝小田急本厚木
14:13
14:30
天 候：曇り
メンバ：単独
--------------------------------------------------------------------さて、溜まっていた仕事を土曜日に片づけ、日曜日ははれて自由の身となり
ました。
「熊と格闘しても帰ってくるからな（唐沢川の源頭に熊がいたという
情報が我が家には飛び交っております）
」と家人に言い残して出発です(^_^;)。
本厚木で宮が瀬行きのバスに乗車しました。もうダムも完成し、今週には水
張り開始だったと思います。ハイキングがてらに見学しようという団体さんと
一緒になりましたが、煤ヶ谷で下車した山行き派は私以外にふたりの女性がい
ただけでした。三峰ブームもやっと終わったかと喜んだのも束の間で、途中で
５・６組の団体に遭遇しました。もちろん、狭い山頂には人が溢れていました。
今回は、唐沢峠探索の崇高な使命があります。山頂はそのまま素通りし、次
のピークを目指しました。ここらあたりから、右、すなわち南西方面への分岐
がないかと細心の注意を払う必要があるわけです。ところが、２つ目の小ピー
クを越えても、分岐らしいものはありません。沢に向かっての急斜面しかあり
ません。なんとか下りられても、私の実力では戻ってこられそうもありません。
これは、やはり当初に閃いたとおり、例のベンチのところが怪しいのではと、
最後のチャンスにかけて足を進めました。
三峰の山頂から不動尻側へ下りると、ピークがふたつあります。最後のピー
クは小広くなっていて、西に向かってドーンと下っていきます。地図を見ると
そのまま直進していけば、唐沢峠に行けそうですが、やはり道がありません。
そうこうするうちに、ベンチがあるところまで到着してしまいました。通常
コースですと、ここから左に斜面を稲妻状に下り、沢に下りていきます。そし
て、ありました！！ ベンチの上側に踏み跡が通っています。ついでに残念な
がら赤いテープまで、しっかりとあるじゃないですか。
一部に蔓が道をふさいでいるところもありますが、藪漕ぎも必要ない平坦な
尾根をひたすら南進します。テープが要所要所にあり、踏み跡もあります。モ
ミの大木にブナ、ナラの混じった気持ちの良い雑木林の散歩道でした。流石に
歩く人が少ないせいか、足へのクッションも快適ですし、この時間になっても
鹿とリスがちょろちょろと顔を出します。
ベンチから約２０分で約８６０ｍの広場に出ます。直進方向に休憩した跡が
残っていて、さてどちらへと一瞬迷いましたが、よく見ると左の方にテープが
ありました。いったん下り１０分ほどで、また約８５５ｍの小ピークに出ます。
間違って入っていきそうな尾根道にはテープで通行止めにしてあり、左よりに
依然として南に向かって下っていきます。

約１０分ごとに、８２０ｍ、８３５ｍと小ピークを越えていきますと、有刺
鉄線の柵に突きあたります。柵に沿って手前には明瞭な山道が左右に走ってい
ます。更に道の手前には、真新しいロープが通せんぼするように張られていま
す。本日、初めて「はて、どうしたもんだろう」と考え込んでしまいました。
が、辺りを見回すと、
「不動尻へ」という標識があります。そうなんです。あっ
けなく大山－広沢寺コースに出てしまったわけです。
どちらへ行こうか－大山にしようか、不動尻にしようか－と悩みましたが、
登り口の煤ヶ谷で購入したビールを沢で冷やしての誘惑に負けて、不動尻とい
たしました。
蒸し暑い一日だったものですから、沢冷しビールはうまかった(^_^)。
ＣＡＢ１００５７ ＯＳＫ

表題:黒百合、ニュウ、白駒池、雨池、雨池山、三ッ岳、横岳
.黒百合、ニュウ、白駒池、雨池、雨池山、三ッ岳、横岳
*[01* 日
付<]'95/10/09＠日付
*[02* 山
系<]八ガ岳＠山系
*[03* コ ー ス<]黒百合、ニュウ、白駒池、雨池、雨池山、三ッ岳、横岳
*[04 地図・案内<]

［コース］茅野＝バス＝渋ノ湯－黒百合平－ニュウ－白駒池
白駒池・青苔荘－雨池－雨池山－三ッ岳－北横岳－坪庭
（’９５／１０／０９、１０）

6:29
6:43
7:30
9:20
10:00
10:55
11:10
11:55
13:05
25
13:32
13:47
14:35
14:40

14:55
15:30

16:30
16:40
18:00

竹山
鴨居
八王子
茅野８８０ｍ

昨日の雨はやんだものの曇り、雨空。回復するとの天気予報にかけて連れ合いと
北八つの旅

乗車２８８０円
結構、多くて満席。特急１７５０円。平日だがハイカーも多い。町田
バス停の２番。同じバス停からピラタスロープウェが先に出る。並んでいた殆どの人はそちら
へ。駅ビルの方にトイレと水道。少し、日が射してきた。
バス発
１１００円
渋ノ湯 1900m
１０人弱のハイカーが下車
出発
すぐ橋を渡ると高見石と黒百合の分岐。どちらにするか悩む。風邪のため楽な高見石とも
思ったが、思い切って黒百合－ニュウの方へ進む。
唐沢鉱泉分岐
広場になっている
黒百合平 2440m 日は出ているが、風で寒い。小屋の入り口の温度計を見ると１８度。小屋の前のテーブル
で食事。勝手の豊富な水流はないが、涸れていなかった。ただし、水道のあった小屋は閉鎖
されていた。
中山峠
ニュウ分岐
シラビソ林の中をどんどん下る。
ニュウへの分岐
ニュウ 2395m
岩の突起になっている。確かに３６０度の展望だが、すぐ近くに天狗だの硫黄だのの高い
山稜が迫っているため、圧迫感が残る。富士山はガスと雲で見えない。反対側は白駒池を
中心に広い森林とその向こうにいくつかの山々。ゆったりとした雰囲気で、そろそろ全体
として色づきはじめた感じである。
出発
すぐの所も下りられそうだが、少し引き返したところにテープ。
稲子湯分岐
この後、道を間違える。話に夢中になり左にカーブするところを直進したのではないか。
最初は踏み跡もかすかにあったようだが、完全に岩と苔の林床になる。シラビソの森の中を
北に向かっているので、方角は間違いないが、人の入った感じの全くない原生林。途中、
苔と岩で出来た落とし穴に右足を太股まで落ちる。幸い、膝の皮をすりむく程度。
強引に進んだが、遂にシラビソの幼木の藪に阻まれて引き返す。南に方角を取る。依然として
道らしいものは見つからず、稜線に太陽も没しようとし始める。まあ、南に進めば、もどれ
はするが、山荘には行けないかも・・・と思い始めたところで登山道に出た。約３０分のロス。
白駒池
右の方がキャンプ場と青苔荘
青苔荘 2155m
キャンプ場を通って青苔荘へ。客は我々だけのようだ。個室で４７００円は安い。荷物を
部屋において、小屋の前のテーブルで食事の支度。水も豊富。少し寒いが、快適。ラーメン

19:30 就寝

5:00 起床
5:45 出発
6:05 麦草へ分岐
6:30 麦草
7:20 出発
8:05 林道
8:20 雨池
-8:40
9:10
9:25
9:50
10:00
10:15
10:30
11:15

林道
雨池峠分岐
雨池山分岐
出発
雨池山
三ッ岳登り
三ッ岳

11:50
11:54
12:10
12:25
13:00
13:10

坪庭分岐
横岳ヒュッテ
山頂
ヒュッテ
ロープウェ駅
乗車

他を食べ、小屋に入り、ストーブで暖まる。愉快な小屋の主。バッチと絵はがきを購入。
風呂をどうぞと言われ、えーっ。
有り難く風呂に入り、暖まったところで寝る。家庭用の風呂小田が、水は硬質でヌルヌルと
温泉みたい。
流石に寒い。布団から出るのが辛い。水場の蛇口も凍ったそうだ。
寒いと準備に時間がかかる。まず、池の方に進む。日の出が見える場所には、もう１０人く
らいのカメラマン。すぐ向こうに白駒荘。
林道に沿った木道あり。灌木に霜がおり、いちめんが真っ白。見事。
朝食とトイレ、水の補給。
やはり、林床の中を歩く。最初の所がわかりにくい。
狭霧が出ていないため、かっての幻想的な雰囲気はなかった。でも、水面に向こうの紅葉
しかけた森が写り、なかなか良かった。着込んだ衣装を脱ぎ、身じくろいの後、池の周りを
林道に向けて藪漕ぎに近い道を進む。
林道に出て、右。再び北方向に進む。紅葉しかけた林がいい。
結構きつい登りだ
左は縞ガレ山。右は雨池山、三ッ岳
青苔荘でキャンプしていた大学生が先行している
いやあ、きつい登りであった。ここからドーンと下っていく
きつい登りが待っている
岩また岩。両手両足をフルに使う。一部では、身体を横にしての岩登りだ。
もう雲が多いが、近場の見晴らしもよさそう。
ロープウェからきた軽装のハイカーもいる。老人もいて、三ッ岳はきついんじゃないかなあ。
かなりのハイカー。山歩き派から運動靴派までとりどり。
ざっと見渡して、すぐ下山
走り降りる感じでとばした。
９００円
下の駅の改札に駒鳥さんがいた、挨拶。蕎麦９００円。
バス停に行ったらタクシーの客引き、１２００円で中年男性と相乗りで茅野へ。
予定より早くついて、一つ前の列車に乗れた。

－－－－－－
秋と駒鳥さんを訪ねる北八つぶらり旅
というわけで、深まり行く秋の探報と、できたら駒鳥さんに会いたい
なと北八つぶらり旅に出かけました。のんびり、かつ楽々の旅の筈でし
たが・・・・・？？
--------------------------------------------------------------------日 程：１０月９日（月）
、１０日（火）
山 域：北八つ
山 名：ニュウ、白駒池、雨池、雨池山、三ッ岳、北横岳
ルート：
９日 中央線茅野＝（バス）＝渋ノ湯－黒百合－ニュウ
10::00
11:10 13:05
14:40
白駒池（青苔荘、泊）
16:40(^_^;)
１０日 白駒池－雨池－雨池峠分岐－雨池山－三ッ岳－北横岳
5:45 8:25
9:25
10:15 11:15 12:10
ピラタスロープウエ
13:00
天 候：晴れ、時々曇り
メンバ：連れ合いとふたり
--------------------------------------------------------------------ここ数日の冷え込みで風邪を引き込みましたが、折角の４連休です。理由は
知らねども、折角の休みであります。土、日と家に引き籠もり静養に努めた結
果、フラフラはするものの山には行けそうと、月曜日に飛び出しました。
流石に平日の月曜日、渋ノ湯でバスを下りたハイカーは１０人弱でした。実
は、まだコースが決まっていません。多少とも楽な高見石－白駒池にしようか、
黒百合－ニュウ－白駒池にしようかと、分岐まで（といっても橋を渡ってすぐ）

悩みましたが、山の空気に触れたせいか体調も俄然良くなりました。ここは、
今まで行ったことのないニュウへ行くべしと決めたのは言うまでもありません。
なんせ、TAO さんご贔屓のニュウですからね(^_-)。
黒百合から渋ノ湯のコースは、数年前に雨の中を大勢の中学生集団とぶつか
り、あまり良い印象を持っていませんでしたが、とんでもない。歩きやすい気
持ち良い登りで、足もすすみ２時間弱で黒百合平に到着。外気温１８度Ｃです
が、風があって寒いこと。ところで、山荘の前の水路には多少の水がたまって
いるくらいで、以前のようにたっぷりと流れるような状態ではないですね。以
前は豊富に水を使えた水道のある小屋も閉鎖されています。水脈が変わってし
まったようですね。ここで軽く昼食を取り、中山峠からニュウへと出発です。
さて、黒百合から１時間半ほどで到着したニュウですが、ガスが次第に出て
きたため、残念ながら富士山の眺望は得られませんでした。でも、久しぶりに
硫黄岳の爆裂火口も眺めることが出来、そして反対側の白駒池を中心にしたゆっ
たりと拡がる秋の風景を堪能できました(^_^)。
実は、このあと問題が・・・。ニュウから白駒池に向かう道はすぐわかり、
あとは休むだけと勇躍、下山にかかりました。ところが、稲子湯への分岐も順
調に通り過ぎたあと、気が付くとどうも人が歩いたという感じの全くない苔と
シラビソの森、林床に入っています。もうだいぶ来ているし、苔には悪いが、
強引に北を目指し続けました。ところが、ついにシラビソの幼木の群生地にぶ
つかり、藪漕ぎもままならなくなりました。太陽は稜線に没しようしています。
ちょっと寒いが、ビバークもしようがないかと腹を決めました。おとなしく、
南に向かってしばらく引き返すと、ありました。本来の登山道が＼(^_^)／。
流石に、ほっとしました。初めての道で、話に夢中になったのが敗因でした。
もっとも、苔には悪かったですが、本格的な岩と苔の林床を味わうことができ
ました(^_^;)。ついでに、太股まで落ち込む落とし穴に片足を突っ込むなんて
ハプニングのおまけまでついてしまいました。
失敗はありましたが、山荘への到着は１６：４０となんとか妥当な時間でし
た。青苔荘の宿泊は我々だけだったようです。手入れの行き届いた山荘で、素
泊まり個室に風呂まで入れて４７００円と格安でした。
翌日は、随分と冷えこみ、水場の蛇口が凍り付いたようです。白駒池から麦
草峠の途中にある木道を囲むシャクナゲ、ハイマツなどの灌木に霜がおりて一
面に白化粧した中に、ナンテンのような木（？）の赤い紅葉が混じり、まるで
夢の庭園のようでした。天気が良すぎるうえに、狭霧もなくて雨池の幻想的な
雰囲気はもうひとつでしたが、黄葉したシラビソに赤いナナカマドが点在し、
もう秋そのものを味わう事が出来ました。
時間の制約から、双子池から横岳のコースを諦めて、雨池峠越えで雨池山、
三ッ岳を経由して横岳、そしてピラタスのコースに変更しました。しかし、こ
れって結構きついですね。三ッ岳があんなに岩、岩した山だとは知りませんで
した。ダレだ、北八つは女性的な柔らかいコースだなんて言い出したのは。
両手、両足を駆使し、やっとこさ登れるような山じゃないですか。２カ所ほど
まるでフリークライミングのように身体を横に寝かせて這い上がる場所まであ
りました（単に、コンパスが旧日本人タイプであるだけのこと？）。
まあ、なんとか三ッ岳をクリヤし横岳まで縦走、帰りはバスの時間が気にな
り横岳からロープウエまで３０分で急下降。
ピラタスロープウェ山頂駅の切符窓口では、おずおずと「えーっ、ニフティ
の駒鳥さんは・・・」と、声を掛けると、親切に調べて下さり、
「下の改札に
いますよ」の返事です。はい、山嶺駅の改札で駒鳥さんに会えました。駒鳥さ
ん、お仕事中にもかかわらず、突然声を掛けて申し訳ありませんでした。
というわけで、当初の目的であるのんびり山旅とはならなかったですが、い
ろいろと楽しむことが出来ました。
HBA01110、横浜のＯＳＫ
秋を訪ねる北八つぶらり旅

というわけで、深まり行く秋の探訪をと、北八つぶらり旅に出かけました。
のんびり、かつ楽々の旅の筈でしたが・・・・・？？
--------------------------------------------------------------------日 程：１０月９日（月）
、１０日（火）
山 域：北八つ
山 名：ニュウ、白駒池、雨池、雨池山、三ッ岳、北横岳
ルート：
９日 中央線茅野＝（バス）＝渋ノ湯－黒百合－ニュウ
10::00
11:10 13:05
14:40
白駒池（青苔荘、泊）
16:40(^_^;)
１０日 白駒池－雨池－雨池峠分岐－雨池山－三ッ岳－北横岳
5:45 8:25
9:25
10:15 11:15 12:10
ピラタスロープウエ
13:00
天 候：晴れ、時々曇り
メンバ：連れ合いとふたり
--------------------------------------------------------------------ここ数日の冷え込みで風邪を引き込みましたが、折角の４連休です。理由は
知らねども、折角の休みであります。土、日と家に引き籠もり静養に努めた結
果、フラフラはするものの山には行けそうと、月曜日に飛び出しました。
流石に平日の月曜日、渋ノ湯でバスを下りたハイカーは１０人弱でした。実
は、まだコースが決まっていません。多少とも楽な高見石－白駒池にしようか、
黒百合－ニュウ－白駒池にしようかと、分岐まで（といっても橋を渡ってすぐ）
悩みましたが、山の空気に触れたせいか体調も俄然良くなりました。ここは、
今まで行ったことのないニュウへ行くべしと決めたのは言うまでもありません。
黒百合から渋ノ湯のコースは、数年前に雨の中を大勢の中学生集団とぶつか
り、あまり良い印象を持っていませんでしたが、とんでもない。歩きやすい気
持ち良い登りで、足もすすみ２時間弱で黒百合平に到着。外気温１８度Ｃです
が、風があって寒いこと。ところで、山荘の前の水路には多少の水がたまって
いるくらいで、以前のようにたっぷりと流れるような状態ではないですね。以
前は豊富に水を使えた水道のある小屋も閉鎖されています。水脈が変わってし
まったようですね。ここで軽く昼食を取り、中山峠からニュウへと出発です。
さて、黒百合から１時間半ほどで到着したニュウですが、ガスが次第に出て
きたため、残念ながら富士山の眺望は得られませんでした。でも、久しぶりに
硫黄岳の爆裂火口も眺めることが出来、そして反対側の白駒池を中心にしたゆっ
たりと拡がる秋の風景を堪能できました(^_^)。
実は、このあと問題が・・・。ニュウから白駒池に向かう道はすぐわかり、
あとは休むだけと勇躍、下山にかかりました。ところが、稲子湯への分岐も順
調に通り過ぎたあと、気が付くとどうも人が歩いたという感じの全くない苔と
シラビソの森、林床に入っています。もうだいぶ来ているし、苔には悪いが、
強引に北を目指し続けました。ところが、ついにシラビソの幼木の群生地にぶ
つかり、藪漕ぎもままならなくなりました。太陽は稜線に没しようしています。
ちょっと寒いが、ビバークもしようがないかと腹を決めました。おとなしく、
南に向かってしばらく引き返すと、ありました。本来の登山道が＼(^_^)／。
流石に、ほっとしました。初めての道で、話に夢中になったのが敗因でした。
もっとも、苔には悪かったですが、本格的な岩と苔の林床を味わうことができ
ました(^_^;)。ついでに、太股まで落ち込む落とし穴に片足を突っ込むなんて
ハプニングのおまけまでついてしまいました。
失敗はありましたが、山荘への到着は１６：４０となんとか妥当な時間でし
た。青苔荘の宿泊は我々だけだったようです。手入れの行き届いた山荘で、素
泊まり個室に風呂まで入れて４７００円と格安でした。
翌日は、随分と冷えこみ、水場の蛇口が凍り付いたようです。白駒池から麦
草峠の途中にある木道を囲むシャクナゲ、ハイマツなどの灌木に霜がおりて一
面に白化粧した中に、ナンテンのような木（？）の赤い紅葉が混じり、まるで
夢の庭園のようでした。天気が良すぎるうえに、狭霧もなくて雨池の幻想的な

雰囲気はもうひとつでしたが、黄葉したシラビソに赤いナナカマドが点在し、
もう秋そのものを味わう事が出来ました。
時間の制約から、双子池から横岳のコースを諦めて、雨池峠越えで雨池山、
三ッ岳を経由して横岳、そしてピラタスのコースに変更しました。しかし、こ
れって結構きついですね。三ッ岳があんなに岩、岩した山だとは知りませんで
した。ダレだ、北八つは女性的な柔らかいコースだなんて言い出したのは。
両手、両足を駆使し、やっとこさ登れるような山じゃないですか。２カ所ほど
まるでフリークライミングのように身体を横に寝かせて這い上がる場所まであ
りました（単に、コンパスが旧日本人タイプであるだけのこと？）。それにし
ても、ロープウェで上がってきた人が気軽に来るのは問題ですね。横岳のよう
な易しい山で、かつ小屋もあるところろなら、大丈夫でしょうが。
まあ、なんとか三ッ岳をクリヤし横岳まで縦走、帰りはバスの時間が気にな
り横岳からロープウエまで３０分で急下降。蕎麦を大急ぎでかきこみ、バス停
に走ったところで、空タクシーの客引きに誘われて効率よく茅野に帰ってきま
した。
というわけで、当初の目的であるのんびり山旅とはならなかったですが、い
ろいろと楽しむことが出来ました。
ＣＡＢ１００５７ ＯＳＫ
秋を訪ねる北八つぶらり旅
というわけで、深まり行く秋の探訪をと、北八つぶらり旅に出かけました。
のんびり、かつ楽々の旅の筈でしたが・・・・・？？
--------------------------------------------------------------------日 程：１０月９日（月）
、１０日（火）
山 域：北八つ
山 名：ニュウ、白駒池、雨池、雨池山、三ッ岳、北横岳
ルート：
９日 中央線茅野＝（バス）＝渋ノ湯－黒百合－ニュウ
10::00
11:10 13:05
14:40
白駒池（青苔荘、泊）
16:40(^_^;)
１０日 白駒池－雨池－雨池峠分岐－雨池山－三ッ岳－北横岳
5:45 8:25
9:25
10:15 11:15 12:10
ピラタスロープウエ
13:00
天 候：晴れ、時々曇り
メンバ：連れ合いとふたり
--------------------------------------------------------------------ここ数日の冷え込みで風邪を引き込みましたが、折角の４連休です。理由は
知らねども、折角の休みであります。土、日と家に引き籠もり静養に努めた結
果、フラフラはするものの山には行けそうと、月曜日に飛び出しました。
流石に平日の月曜日、渋ノ湯でバスを下りたハイカーは１０人弱でした。と
ころで、渋ノ湯まで来たは良いけど、実は、まだコースが決まっていません。
多少とも楽な高見石－白駒池にしようか、黒百合－ニュウ－白駒池にしようか
と、分岐まで（といっても橋を渡ってすぐ）悩みましたが、山の空気に触れた
せいか、体調も俄然良くなってきました（ここが、仕事と違うとこか(^_^;)）。
ならば、今まで行ったことのないニュウへ行くべしと決めたのは言うまでもあ
りません。
黒百合から渋ノ湯のコースは、数年前に雨の中を大勢の中学生集団とぶつか
り、あまり良い印象を持っていませんでしたが、とんでもない。歩きやすい気
持ち良い登りです。足もすすみ２時間弱で黒百合平に到着。外気温は１８度Ｃ
とまあ暖かい方ですが、風があって寒いこと。ところで、山荘の前の水路には
多少の水がたまっているくらいで、以前のようにたっぷりと流れるような状態
ではないですね。以前は豊富に水を使えた水道小屋も閉鎖されています。水脈
が変わってしまったようですね。ここで軽く昼食を取り、中山峠からニュウへ
と出発です。

さて、黒百合から１時間半ほどで到着したニュウですが、ガスが次第に出て
きたため、残念ながら富士山の眺望は得られませんでした。でも、久しぶりに
硫黄岳の爆裂火口も眺めることが出来、そして反対側の白駒池を中心にゆった
りと拡がる秋の風景を堪能できました(^_^)。
実は、このあと問題が・・・。ニュウから白駒池に向かう道はすぐわかり、
あとは休むだけと勇躍、下山にかかりました。ところが、稲子湯への分岐も順
調に通り過ぎたあと、気が付くとどうも人が歩いたという感じの全くない苔と
シラビソの森、林床に入っています。もうだいぶ来ているし、苔には悪いが、
強引に北を目指し続けました。ところが、ついにシラビソの幼木の群生地にぶ
つかり、藪漕ぎもままならなくなりました。太陽は稜線に没しようしています。
ちょっと寒いが、ビバークもしようがないかと腹を決めました。おとなしく、
南に向かってしばらく引き返すと、ありました。本来の登山道が＼(^_^)／。
流石に、ほっとしました。初めての道で、話に夢中になったのが敗因でした。
もっとも、苔には悪かったですが、本格的な岩と苔の林床を味わうことができ
ました(^_^;)。ついでに、太股まで落ち込む落とし穴に片足を突っ込むなんて
ハプニングのおまけまでついてしまいましたが。
失敗はありましたが、山荘への到着は１６：４０となんとか妥当な時間でし
た。青苔荘の宿泊は我々だけだったようです。手入れの行き届いた山荘で、素
泊まり個室に風呂まではいれて、４７００円と格安でした。
翌日は、随分と冷えこみ、水場の蛇口が凍り付いたようです。白駒池から麦
草峠の途中にある木道を囲むシャクナゲ、ハイマツなどの灌木に霜がおりて一
面に白化粧した中に、ナンテンのような木（？）の赤い紅葉が混じり、まるで
夢の庭園のようでした。天気が良すぎるうえに、狭霧もなくて雨池の幻想的な
雰囲気はもうひとつでしたが、黄葉したシラビソに赤いナナカマドが点在し、
もう秋そのものを味わう事が出来ました。
時間の制約から、双子池から横岳のコースを諦めて、雨池峠越えで雨池山、
三ッ岳を経由して横岳、そしてピラタスのコースに変更しました。しかし、こ
れって結構きついですね。三ッ岳があんなに岩、岩した山だとは知りませんで
した。ダレだ、北八つは女性的な柔らかいコースだなんて言い出したのは。
両手、両足を駆使し、やっとこさ登れるような山じゃないですか。２カ所ほど
まるでフリークライミングのように身体を横に寝かせて這い上がる場所まであ
りました（単に、コンパスが旧日本人タイプであるだけのこと？）。それにし
ても、ロープウェで上がってきた人が気軽に来るのは問題ですね。横岳のよう
な易しい山で、かつ小屋もあるところろなら、大丈夫でしょうが。
まあ、なんとか三ッ岳をクリヤし横岳まで縦走、帰りはバスの時間が気にな
り横岳からロープウエまで３０分で急下降。蕎麦を大急ぎでかきこみ、バス停
に走ったところで、空タクシーの客引きに誘われて効率よく茅野に帰ってきま
した。
というわけで、当初の目的であるのんびり山旅とはならなかったですが、い
ろいろと楽しむことが出来ました。

表題:大山三峰
.大山三峰
*[01* 日
付<]'95/10/15＠日付
*[02* 山
系<]丹沢＠山系
*[03* コ ー ス<]大山三峰
*[04 地図・案内<]

［コース］小田急本厚木＝煤ガ谷（宮ガ瀬行き）－湯出川橋－物見峠分岐－山の神－北峰－三峰－不動尻
－広沢寺温泉入り口＝本厚木
大山から北方に伸びる尾根筋に連なる４～５個のピークからなる。起伏も結構あり、一部ザレたところとか鎖場,はしご
もあり変化に富んでいる。８９年の夏には滑落死亡事故があり、急峻であり経験者向きの山である旨の立て看が随所に出
ている。しかし、ハイキングガイドに出ている事もあって、毎回１，２人のあまり装備のできていない人が混じってくる。
なお、交通の便も結構良いほうだが、訪れる人はあまり多くなく、静かであった。登り口のあたりには野生の猿もいる

ようだ。狩猟期には猪のハンターもいる・・・しかし、コース整備が進み、人気コースになって人が多くなった現在は？
（’９５／１０／１５）
7:24
7:32
7:56
8:20
8:50
9:00
9:20
9:27
9:35

竹山
鴨居
町田
本厚木バス停
煤ヶ谷
出発
権現橋
堰堤前
木橋

9:40 壊れた柵
9:55 急登
-10:02
10:10
10:22 鹿柵
10:30 柵が切れる
10:35 山の神
10:50 扉
10:42 扉
11:00-11:15
11:25 倒木橋
11:30 出た
11:40 弁当岩下広場
11:55 弁当岩
12:00 頂上
12:25 最後のピーク
-12:40
12:50 ベンチ
13:30 大山の登山道
14:00 不動尻
15:10 バス停

晴れ、鳥屋待沢から大山三峰の道を探索

大勢のハイカーだ、ここ暫くはラッシュ
上煤ヶ谷行きが既に待っていた。ダム見学の集団と別バスになり、まあ空いている。
前回に比べて多い。少しやり過ごす。
リバーランドを過ぎて、権現橋。全く、人気無し。いよいよだ。
右岸の広い道から、左岸の山道へ。堰堤上の河原に下りるのが面倒で、そのまま歩き続ける。
手前でマムシに脅される。木橋渡ると、道が二つに分かれる。真っ直ぐは沢の方へ行く
ようだ。上側を並行して走る方の道を選ぶ。テープがあった。
ここでも道がふたつに。右の方を選ぶ。テープ有り。
方角から行くと、このピークを越えると良さそう。踏み跡もあると言えばあるが、あまりに
急登であり敬遠。
どんどん北方面にトラバースしていく。で、左にＵターンして登る形で西へ。わかりにくい
場所にテープつける。
北へ北へと登る感じ(^_^;)。ここから西進する明瞭な道に出る（テープつける）。
に沿って南西に登る。
西進する
また柵が出てくる。西進する。
西進する
なおも西進する。笹藪。道も細くなるが、明瞭。崩落箇所３つ。
倒木を数本かけた崩落あり。ハイカーが設置した感じ。南西に進む。
思った場所であった。弁当岩の下広場に近いところ。倒木で閉鎖しているが、テープもあり。

いやあ、満席だ。素通り。
食事。煤ヶ谷入り口であったおじさんと会う。３０分くらい早かったようだ。
唐沢峠へ
ベンチであったと思われる夫婦と一緒に。標準コースより少し時間がかかるだけか。
15:20 バス発

－－－－－－－－－
地図にない道の探索
９、１０日と苔と岩のしっとりとした北八つを満喫したせいか、からっとし
た丹沢のブナの山へ行きたくなりました。
というわけで、どうせ行くならと 未知の道(^_^)探索 を目的に大山三峰
を目指しました。
地図に記載のない道の探索・・・職場の別の部所ではＯ主事が幹事となって、
「あさってのテーマを考える会」
・・うん？、失礼、「明日のテーマを考える会」
なる活動を開始されたようですが、仕事・研究であろうと遊びであろうと、
未知に向かって歩むというのは、不安半分ではありますが、究極の楽しみで
あります。
--------------------------------------------------------------------日 程：１０月１５日（日）
山 域：丹沢
山 名：大山三峰
ルート：
小田急本厚木＝煤ヶ谷－権現橋－通常の縦走路－山頂－--最後の峰
8:20
9:00
9:20
11:30
12:00 12:25-12:40
－ベンチ－唐沢峠の下－不動尻－広沢寺温泉入り口＝小田急本厚木
12:50
13:30
14:00
15:10

天 候：晴れ
メンバ：単独
--------------------------------------------------------------------さて、このコースの解明（？）は、今年の春に宮が瀬の手間、煤ヶ谷を流れ
る谷太郎川に行ったとき以来の宿題でした。谷太郎川を不動尻に遡り、権現橋
から西に入ると野外料理に最適と紹介された小さな鳥屋待沢の河原があります。
その左岸に沿って山道が大山三峰に向かって延びているのを見つけていました。
一方、煤ヶ谷から通常のコースを大山三峰に向かって登って行くと、物見峠
の分岐そして山の神を過ぎて、最初のピークの手前で谷へ向かって下りていく
コースがありそうな事に以前から気がついていました。倒木で通行止めにして
いますが、テープが「おいで、おいで」といった感じで付けられています。ど
うも、この二つは繋がっているのではないかと推測したわけです。
というわけで、大勢のハイカーに混じって、本厚木から上煤ヶ谷行きのバス
に乗車しました。通常の三峰コースに行かれる方達と別れて、ひとり谷太郎川
沿いの林道にはいりました。リバーランドというキャンプ場を過ぎると、権現
橋です。木製の車止めを越えて沢（鳥屋待沢）の右岸の広い道を進むと堰堤に
出ます。その手前で左岸に渡り、しかっりとした山道を登っていきます。これ
は、おそらく山仕事の道なんでしょうね。流石に、人っ子ひとりいません。と、
突然、３０ｃｍ程横で「ガサガサ、シュッシュッ」という音がします。なんと、
鎌首をもたげたマムシ殿が威嚇しているではないですか。一瞬の早業（自分で
は、そのつもり）で飛び退いたのは言うまでもありません。心臓の動きが安定
化したところで、
「生意気な、人様に向かって」と石（小石です(^_^)）をコト
ンと投げてみましたが、相手にしてくれません。諦めて、足を進めます。
堰堤から数分で丸太を組んだ橋があり、真っ直ぐに沢へ行く道と、その右に
少し上を走る道に別れますが、この右の道をえいやと選択しました。鹿柵の壊
れている所に出ますが、ここでも道が二つに別れます。やはり、右への道を選
びます。こういった細かい方向の選択は、地図と磁石でのアバウトな判断と最
後はいい加減なエイヤしかりません
・・・なんだ、仕事の時と同じじゃないか(^_^;)。
次第に目の前に丸い丘が迫ってきますが、これが急登でとても登れそうもあ
りません。方角からいくと、これを登ると良さそうですが、諦めてドンドン北
の方へトラバース気味に回り込んでいきます。それでも、右側の下には不動沢
がありますから、問題ないはずです（と、一抹の不安を抑えて思い込むことに
します）
。結局、できるだけ歩きやすい道をと迂回した形で、ある時は北、あ
る時は西と登っていきますと、遂に鹿柵に出ました。この鹿柵に沿って、ほぼ
西に登る明瞭な道が見つかりました＼(^_^)／。実は、わかりにくいところには、
最悪でも戻れるようにリボンを付けてきましたが、このまま進めそうです。
柵が切れ、なおも西に登っていくと、次第に笹藪になり道も細くなりますが、
踏み跡は明瞭です。途中、崩落した箇所が３カ所くらいありましたが、なんな
くクリア。こうして時々は藪をかき分け、細い踏み跡をたどると、遂に出まし
た。通常の縦走路です。場所は予想通りの所です。
ここまでは人の気配が全くない山道でしたが、縦走路に出てから３０分の山
頂までは、銀座でした。ほんと、大勢いました。山頂は素通りして最後のピー
クのところで食事、そして前回の探索で見つけた唐沢峠への縦走路に足を踏み
入れました。ラッシュ並の唐沢峠－不動尻の縦走路へ出るまでは、またまた人っ
子ひとりいない静かな山歩きを楽しめました。
というわけで、大山三峰で地図にないもうひとつの道をみつけました。
大山三峰：地図にない道の探索
９、１０日と苔と岩のしっとりとした北八つを満喫したせいか、からっとし
た丹沢のブナの山へ行きたくなりました。
というわけで、どうせ行くならと未知の道(^_^)探索を目的に大山三峰を目指
しました。地図には記載されていませんが、前回の大山三峰から唐沢峠につな
がる尾根道に加えて、谷太郎川からのルートがどうもありそうです。

--------------------------------------------------------------------日 程：１０月１５日（日）
山 域：丹沢
山 名：大山三峰
ルート：
小田急本厚木＝煤ヶ谷－権現橋－通常の縦走路－山頂－--最後の峰
8:20
9:00
9:20
11:30
12:00 12:25-12:40
－ベンチ－唐沢峠の下－不動尻－広沢寺温泉入り口＝小田急本厚木
12:50
13:30
14:00
15:10
天 候：晴れ
メンバ：単独
--------------------------------------------------------------------このコースの解明（？）は、今年の５月２８日に鳥屋待沢に行ったとき以来
の宿題でした。谷太郎川を権現橋から西に入ると野外料理に最適と紹介された
小さな沢の河原があります。その左岸に沿って山道が大山三峰に向かって延び
ていました。
一方、煤ヶ谷から通常のコースを大山三峰に向かって登って行くと、物見峠
の分岐そして山の神を過ぎて、最初のピークの手前で谷へ向かって下りていく
コースがありそうな事に以前から気がついていました。倒木で通行止めにして
いますが、テープが「おいで、おいで」といった感じで付けられています。ど
うも、この二つは繋がっているのではないかと推測したわけです。
というわけで、大勢のハイカーに混じって、本厚木から上煤ヶ谷行きのバス
に乗車しました。通常の三峰コースに行かれる方達と別れて、ひとり谷太郎川
沿いの林道にはいりました。リバーランドというキャンプ場を過ぎると、権現
橋です。木製の車止めを越えて沢（鳥屋待沢）の右岸の広い道を進むと堰堤に
出ます。その手前で左岸に渡り、しかっりとした山道を登っていきます。これ
は、おそらく山仕事の道なんでしょうね。
堰堤から数分で丸太を組んだ橋があり、真っ直ぐに沢へ行く道と、その右に
少し上を走る道に別れますが、この右の道をえいやと選択しました。鹿柵の壊
れている所に出ますが、ここでも道が二つに別れます。やはり、右への道を選
びます。目の前に丸い丘が迫ってきますが、これが急登でとても登れそうもあ
りません。方角からいくと、これを登ると良さそうですが、諦めてドンドン北
の方へトラバース気味に回り込んでいきます。それでも、右側の下には不動沢
がありますから、問題ないはずです。結局、できるだけ歩きやすい道をと迂回
した形で、ある時は北、ある時は西と登っていきますと、遂に鹿柵に出ます。
この鹿柵に沿って、ほぼ西に登る明瞭な道が見つかりました＼(^_^)／。堰堤か
ら４０分くらいですね。わかりにくいところには、最悪でも戻れるようにリボ
ンを付けてきました（迷惑にならないよう最小限に(^_^;)）。
途中で一時的に柵が切れますが、更に明瞭な踏み跡を西に進むと、山の神様
の小さな祠の下を通り、柵の扉をくぐります（鹿柵にぶつかってから２０分）。
また、扉をくぐって、なおも西に登っていくと、次第に笹藪になり道も細くな
りますが、踏み跡は明瞭です。途中、崩落した箇所が３カ所くらいありました
が、なんなくクリア。
こうして時々は藪をかき分け、細い踏み跡をたどると、遂に出ました。通常
の縦走路です。鹿柵にぶつかってから１時間２０分ですね。場所は予想通りの
所です。ここから、三峰本来の最初の急登ピークの手前にある小広い場所まで、
約１０分くらいですね。
ここまでは人の気配が全くない山道でしたが、縦走路に出てから３０分の山
頂までは、銀座でした。ほんと、大勢いました。山頂は素通りして最後のピー
クのところで食事、そしてベンチまで下りた後は前回の唐沢峠への縦走路に足
を踏み入れました。ラッシュ並の唐沢峠－不動尻の縦走路へ出るまでは、また
また人っ子ひとりいない静かな山歩きを楽しめました。
というわけで、大山三峰で地図にないもうひとつの道をみつけました。

ＣＡＢ１００５７ ＯＳＫ
大山三峰：二つ目の未知の道を探索
９、１０日と苔と岩のしっとりとした北八つを満喫したせいか、
からっとした丹沢のブナの山へ行きたくなりました。
というわけで、どうせ行くならと未知の道(^_^)探索を目的に
大山三峰を目指しました。前回の唐沢峠につながる尾根道に加え
て、谷太郎川からのルートがどうもありそうです。
--------------------------------------------------------------------日 程：１０月１５日（日）
山 域：丹沢
山 名：大山三峰
ルート：
小田急本厚木＝煤ヶ谷－権現橋－通常の縦走路－山頂－--最後の峰
8:20
9:00
9:20
11:30
12:00 12:25-12:40
－ベンチ－唐沢峠の下－不動尻－広沢寺温泉入り口＝小田急本厚木
12:50
13:30
14:00
15:10
天 候：晴れ
メンバ：単独
--------------------------------------------------------------------このコースの解明（？）は、fred さんの紹介記事を見て今年の５月２８日に
鳥屋待沢に行ったとき以来の宿題でした。谷太郎川を権現橋から右に入っると
fred さん紹介の河原がありますが、その左岸に沿って山道が大山三峰に向かっ
て延びていました。一方、煤ヶ谷から通常のコースを大山三峰に向かって登っ
て行くと、物見峠の分岐そして山の神を過ぎて、最初のピークの手前で谷へ向
かって下りていくコースがありそうな事に以前から気がついていました。倒木
で通行止めにしていますが、テープが「おいで、おいで」といった感じで付け
られています。どうも、この二つは繋がっているのではないかと推測したわけ
です。
というわけで、大勢のハイカーに混じって、本厚木から上煤ヶ谷行きのバス
に乗車しました。通常のコースに行かれる方達と別れて、ひとり谷太郎川沿い
の林道にはいりました。リバーランドというキャンプ場を過ぎると、権現橋で
す。木製の車止めを越えて沢（鳥屋待沢）の右岸の広い道を進むと堰堤に出ま
す。その手前で左岸に渡り、しかっりとした山道を登っていきます。これは、
おそらく山仕事の道なんでしょうね。
堰堤から数分で丸太を組んだ橋があり、真っ直ぐの沢への道と、その右に少
し上を走る道に別れますが、この右の道をえいやと選択しました。すぎ、鹿柵
の壊れている所に出ますが、ここでも道が二つに別れます。やはり、右への道
を選びます。目の前に丸い丘が迫ってきますが、これが急登でとても登れそう
もありません。方角からいくと、これを登ると良さそうですが、諦めてドンド
ン北の方へトラバース気味に回り込んでいきます。それでも、右側の下には不
動沢がありますから、問題ないはずです。結局、できるだけ歩きやすい道をと
迂回した形で、ある時は北、ある時は西と登っていきますと、遂に鹿柵に出ま
す。この鹿柵に沿って、ほぼ西に登る明瞭な道が見つかりました＼(^_^)／。
堰堤から４０分くらいですね。
途中で一時的に柵が切れますが、西に進むと山の神様の小さな祠の下を通り、
柵の扉をくぐります（鹿柵にぶつかってから２０分）。もう一度とびらをくぐっ
て、なおも西に登っていくと、次第に笹藪になり道も細くなりますが、踏み跡
は明瞭です。途中、崩落した箇所が３カ所くらいありましたが、なんなくクリ
ア。踏み跡をたどると、遂に出ました。通常の縦走路です。鹿柵にぶつかって
から１時間２０分ですね。場所は予想通りの所です。ここから、最初の急登ピ
ークの手前にある小広い場所まで、約１０分くらいですね。
ここまでは人の気配が全くない山道でしたが、縦走路出てから３０分の山頂
までは、銀座でした。ほんと、大勢いました。山頂は素通りして最後のピーク
のところで食事、そしてベンチまで下りた後は前回の唐沢峠への縦走路に足を

踏み入れました。ラッシュ並の唐沢峠－不動尻の縦走路へ出るまでは、またま
た人っ子ひとりいない静かな山歩きを楽しめました。
というわけで、大山三峰で地図にないもうひとつの道をみつけました。
HBA01110、横浜のＯＳＫ

表題:書作新道
.書作新道
*[01* 日
付<]'95/10/22＠日付
*[02* 山
系<]丹沢＠山系
*[03* コ ー ス<]書作新道
*[04 地図・案内<]
大倉から本谷山荘まで水無川沿いの林道歩き。途中に竜神の水という名水があり。林道の端には、作治小屋・戸沢山荘・
戸沢バンガロー・本谷
山荘ほかのたくさんの山小屋。
本谷山荘からが山道もしくは沢登りのコース。登山道も書策新道の他に天神尾根、政次郎尾根がある。旧鉱山道という
廃道もあり。書策新道は、表尾根のカイサク小屋の御主人・渋谷書作さんが開いた登山道で、旧マンガン鉱道のあと。沢
あり滝ありという気持ちの良い道。沢を渡るので、厳冬期はアイゼン。大雨の後は不可。
烏尾山からは、富士山と相模湾の眺望を楽しめる。烏尾尾根も人が少なく静か。
（９５／１０／２２）時間がないが、山に行きたくてカイサク新道の途中の沢まで行く
7:35 竹山
次女の作ってくれたおにぎりを持って出発。曇り、寒いかなと思ったが、帽子を取りに走ると汗
ばむ
7:49 鴨居
8:17 町田
9:00 渋沢
思ったほど多くない。少し遅いせいか。青空が出てきた。空気は澄んでいるようで、稜線は
くっきり。
9:20 バス
9:30 大倉
ゴミ袋、バンダナ、軍手をもらった
9:40 出発
戸川林道は人いない。ただし、水場は車の人がふさいでいた。
11:00 休憩所
登山靴が忘れられている。変な感じ。
11:45 F5 へ行く沢
時間もないし、町田でモデムを買うつもり。ここで戻ることにし、トカゲを決め込む。
ひとり、沢を上がっていった。上に一人が休憩していたが、その人も下りていった。下に一人
来たが、その人も去り、ひとりで満喫。
12:37 下山
13:07 休憩所
13:20 新茅荘
おばあさんは元気そう。缶コーヒーをもらう。
14:25 大倉
バス停への途中でポスター
桜土手古墳展示館で厚手式土器の展示
なんでも諏訪とも関係があるらしい
秦野駅から３番のバスで日立経由のテクノパーク行き。古墳公園前で下車。
20 白竜の滝
沢を杖を突いた初老の女性が下りてきた。危なっかしい足下。
12:30 最後の沢
水場用のペットボトルなし。食事、沢のせいか寒い感じ。
12:45 食事終了
キャンプ場の先で一緒になったスニーカーの男性が遂に先に行った。
13:05 カイサク小屋 ３０分遅れで行動開始をしたが、結局同じ時刻に到着。小屋には一人いただけで、外に大勢
のハイカーがいた。
13:45 行者岳
タッチャンという３歳か４歳くらいの男の子を連れた家族。塔の岳へ行くらしい。
14:00 烏尾
15:20 新茅荘
ビール 350 円。お婆さん（新井さん）元気そう。国会の証人喚問を見ていて相手をしてもらえず。
16:30 大倉
結局、前より早く戻る。４０分の短縮か。
－－－－－－－－－－－

表題:四尾連湖、蛾ガ岳、三方分山、精進湖
.四尾連湖、蛾ガ岳、三方分山、精進湖

*[01*
*[02*
*[03*
*[04

日
付<]'95/11/04＠日付
山
系<]富士山周辺＠山系
コ ー ス<]四尾連湖、蛾ガ岳、三方分山、精進湖
地図・案内<]

（９５／１１／０４、０５） ３日は徳島に帰る連れ合いを送るために山を４、５日とした。快晴。
8:18
8:28
9:07
9:38

竹山
鴨居
八王子
電車

次女の作ってくれたおにぎりを持って出発。
身延線の市川本町まで２１６０円・

八王子－大月の電車に乗る。座れず、高尾からの列車に乗り換えようかなと思ったが、高尾で
どーんと空いた。
10:22 大月
10:41 甲府行きの列車が待っていた。空いている。正解だった。
11:05 塩山手前
北岳、仙丈ヶ岳、甲斐駒が少し霞んでいるが、よく見える。北岳より間ノ岳が少し白いような感じ。
12:16 市川本町
夫婦ハイカーが一緒に下りた。彼等も同じコースのようだ。俺は、駅のベンチでおにぎりの昼食。
-35
彼等は、先に進んでいった。
12:40
駅を出て、本通りを右へ。公園の標識のあるところを右折し、踏切を渡る。以降は直進。
12:50 大門碑林公園 赤と緑の中国風山門の並んだ変な公園。中国らしい音楽も流れている。
13:40
西側が開けた少し山腹の感じの明るい登山道。道のはし、岩の影にスズメ蜂の素。迂回する。
14:05 浅間社
古城山の砦とも書いてあった。
14:28 のろし台下
14:30
左に登る枝道でのろし台へ。すぐ横に展望台。先行した夫婦がいた。
櫛形山の向こうに北岳、鳳凰。八ヶ岳、茅ヶ岳、そして瑞牆山、金峰山、甲武士岳の展望。
14:53 のろし台下
展望台を直進して登山道に戻れる道があるはず。実際、夫婦はそちらへ下りていった。ところ
が、凄いヤブでザックが引っかかり先へ進めず。しかたなく戻る。
15:25 文学碑公園
もう四尾連湖のすぐ上だ。車で来たらしいファミリーに会う。
15:35 湖へ下りる分岐
15:40 四尾連湖
すぐ、龍雲荘へ行って手続き。３０００円にまけてくれた。明日、精進湖から電話するよう
に言われた。道に迷う人が多いのかな。この時間には、まだ結構人もいた。バンガローはしっ
かりとした造りで、電気も来ている。２ｃｍ厚みの畳まである。荷物を置いて、明日の
入り口を探しに駐車場へ行く。よくわからず、駐車場の番人に道を聞く。
17:30 夕食終了
餅を柔らかくするのに１０分以上も煮た。卵と野菜を入れてインスタントラーメン。
結構うまかった。炊事場には水道。洗剤まであった。蛍光灯は一晩中ついていた。一組の
テントらしい家族連れがバーベキューをやっているくらいで閑散としてきた。
18:00 酒
ふたが開かず、山荘の人にペンチを借りた。組織の検討もするが、結局１９時くらいからう
とうとし始める。覆ったより暖かい。
ほとんど２時間おきくらいに目覚める。間も半覚醒状態。夜中に若者集団が湖を散歩。
車も２回くらい来たかな。そのまま、出ていく。いったいなんなんだろう。
多少、こわがっている(^_^;)。
２２時頃、遠いトイレへ行く。
4:50 起床
5:50 出発
6:20 大畠山
6:30 稜線

7:00 六地蔵
7:16 蛾ガ岳

8:00
8:13
8:20
8:26
8:40
8:44

目覚まし無しで起きる。５時に設定していたが、どうも鳴らなくなったようだ。すぐ、荷物の
整理とカップラーメン。小屋の中で湯を沸かす。
駐車場の入り口を公園の標識の方へゲートを通って登る。すぐ、右へ分岐する。蛾ガ岳の標識有り。
１１７３ｍ。本当の山頂かどうかよくわからない。個々から稜線に沿っての縦走。
山腹にあり、日陰となる。ところどころ両側が谷になったところでは、遠くの峰から顔をだした
太陽の光が気持ちよい。紅葉が輝く。紅葉林をスクリーンに自分の影が映る。遥か向こうは、
早朝の日を浴びて薄紅色に染まる北岳。

結構きつい登りだ。素場らしい展望。赤石岳、荒川岳、塩見岳、農鳥岳、間ノ岳、北岳そして
鳳凰。北アルプスの白い峰。八ヶ岳、茅ヶ岳、瑞牆山、金峰山。富士山は雲の中。
たっぷりと堪能して 7:30 に下山。山頂を横切り、急斜面を東に下る。
水場標識とベンチ
水場は期待できないようだ
狩猟場標識とベンチ
説明文を書いた立て札
日本一がなんとかだが、地が消えかけていて読めない。
大平山
１１８８ｍ。展望日本一の立て札有り。皮肉にも富士山だけ雲の中。釈迦ヶ岳、三方分山らしき
峰は遥か遠い。
下山
8:42 入り口に戻る
折門峠
標識有り。真っ直ぐ行くと折門部落に下りる。左にＵターンする感じで下る。

8:54 栂の峠
－9:02

大きな栂の木、樹齢五〇〇年。根元に地蔵さん。地蔵峠とも言うようだ。地元ではつがん峠と
言っていたそうだ。

9:25 道が二分

椎茸栽培とか、いかにも山村の生活道路という感じ。左上に八坂の標識有り。ここで並行した
二つの道に分かれる。右側の下に下りる道は八坂の部落。左の上を走る道に入る。
通行止め
林道工事の通行止めらしい。右にＵターンする感じで農家へ下りていく。農家の庭を通って林道へ。
林道
-9:45 左に林道をとる。
左分岐
大きな木にテープ。しかし、これは釈迦ヶ岳へ行く道。
カーブミラー 前の分岐から二つ目のカーブミラー（右側）。その後ろに登山道。テープはあるが、標識はない。
水道、廃屋
真っ直ぐ行くと釈迦ヶ岳か。ここで右に分かれると三方分山。
八坂のミズナラ 根元で周囲５．６ｍ。高さは２３．５ｍ。樹齢四五〇年。
三ツ沢峠
直進すると三ツ沢部落。左、東の方へ分かれて三方分山。

9:35
9:38
9:50
9:55
10:05
10:20
10:28
-35
11:05-15
11:25 釈迦ヶ岳稜線
11:50 三方分山
11:59 精進山

いやあバテタ。カロリーメート。
やっと出た。しかし、ここからも登り。
なんと、数十人もいたか。座る場所もない。素通り。
１４９９ｍ。１０分ほど休憩し、パンを食べる。この手前で、三ツ峠から２泊で縦走したという
キスリングを背負ったおじさんに会う。パンとリンゴを食べているときに、山頂にいた数十人
とも思われる団体が下りてくる。暫く、待って歩き始めたが追いついてしまった。道を譲って
くれたが、歩きにくい。それにしても山は１０人までかなあ。

12:19 精進峠
12:56 下りた！！
三井物産の保養所裏だ。
山田屋ホテル前のバス停、注意！！！！！
山田屋ホテル前のバス停、注意！！！！！
12:30,13:40,15:15,17:10,18:10
河口湖経由で富士吉田
14:19 精進湖入り口で高速バス（新宿） 2050 円
龍雲荘
0552 ｰ 72 ｰ 1031
三ツ沢部落へエスケープ：岩間タクシー 0556-32-2010 岩間まで 6000 円くらい

－－－－－－－－－－
四尾連湖から精進湖へ（長くてすいません１／２）
二年越しで計画していた「四尾連湖から蛾ガ岳、三方分山とつないで精進
湖に出るコース」にやっと行くことができました。
何度か計画しましたが、天候で流れたり、急用が出来たりで、どうも相性
がいまひとつでした。今回も、蛾ガ岳から三方分山に出るコースがどうもよ
くわからないし（林道工事中でだいぶ変わっているようです）、テントも寒
いだろうなと、前日までフラフラと御正体山（最近、話題に(^_^)）にしよう
かと考えていました。そんな前日の夜に、たまたま新ハイキングで詳しいレ
ポートを見つけました。早速、四尾連湖の龍雲荘に電話して、バンガローを
予約した次第です。
--------------------------------------------------------------------日 程：１１月４日（土）
、５日（日）
山 域：富士山周辺
山 名：四尾連湖、蛾ガ岳、大平山、三方分山
ルート：
４日 身延線市川本町－烽火台－文学碑公園－四尾連湖
12:16-35
14:30
15:25
15:40
５日 四尾連湖－大畠山－六地蔵－蛾ガ岳（ヒルガダケ）－大平山
5:50
6:20
7:00
7:16
8:26
－折門峠－栂の峠（地蔵峠）－林道
8:44
8:54
9:38
分断された登山道－八坂のミズナラ－三ツ沢峠
9:55
10:20
10:28
釈迦ヶ岳／三方分山の稜線－三方分山－精進山－精進峠
11:25
11:50
11:59 12:19
精進湖＝高速バス＝新宿

12:56
天 候：快晴
メンバ：単独
--------------------------------------------------------------------それにしても、身延線は遠い。急ぐ旅でもないと、八王子－大月、大月－甲
府、甲府－市川本町と普通列車を乗り継いでいったものですから、たっぷりと
電車の旅も堪能できました。大月で１０時も過ぎていたせいでしょうか、殆ど
のハイカーは大月までに下車したようです。それでも市川本町で一組の夫婦ハ
イカーと一緒になりました。同じコースを歩かれるようです。私が駅のベンチ
で昼食をとっている間に、先に進まれました。
駅から本通りに出て、５分ほど右に進みます。大門碑林公園という標識で右
に分岐して踏切を渡って、後は直進です。市川中学の前を過ぎると、小高いと
ころに赤と緑の極彩色の中国風山門が目に飛び込んできます。これが、大門碑
林公園です。かわった施設で「陜西省の西安碑林」と「山東省の曲碑林」の名
碑を集めた公園だそうです。後漢から唐の時代の碑を復元したものだそうです
が、教養と縁のない人、すなわち私なんかは、
「ふーん」と言いながら前を素
通りします(^_^;)。この前を通過さえすれば、直ちに山道となりますので、同
輩、そう貴方（貴女）も安心して四尾連湖を訪問しましょう。
暫くいくと地元の方、数人が山仕事を終えた感じで下りてこられ、呼び止め
られました、
「はて、オーム騒動は精進湖から、こちら側にも移ってきたのか」
と思ったら、イヤイヤ、スズメ蜂です。なんでも登山道にスズメ蜂が巣を作っ
てしまったそうで、迂回路をとってくれとのことでした。おっかなびっくりで、
歩くこと小１時間で、巣がありました。恐いですねえ。まるで爆撃機の空襲の
ような迫力のある音が響きます。大慌てで、引き返し、迂回路に入りました。
駅より２時間ほどで、登山道から数分のところにある烽火台に到着しました。
本当に竹で編んだ６００ｍｍ直径、２ｍ高さくらいの筒がおいてあります。先
ほどの公園といい、復元が好きなようですね。見晴らし台があって、櫛形山、
その向こうに北岳、鳳凰三山、少し離れて八ヶ岳、茅ヶ岳、そして瑞牆山に金
峰山となかなかの展望です。ここで、先行された夫婦の方に会いました。ひと
こと言葉を交わしただけで、見晴らし台を通過して下っていかれました。暫く
休憩して、私もさあ下ろうとすると、これが大変。凄いヤブです。シェラフと
マットで膨らんだザックが引っかかって身動きできません。悔しいけど、もと
来た分岐まで引き返しました(^_^;)。
文学碑公園（私の知らない有名な（であろう）方の碑を置いた広場）を通過
し、駅から３時間強で四尾連湖に到着しました。こじんまりとした湖ですが、
水明荘と龍雲荘のふたつの宿舎があり、ボートも用意されています。登山道と
は別に道路があるらしく、車で来られるようです。龍雲荘のバンガローを借り
ましたが、本日の宿泊は、バンガローの私とテント数張りだけのようです。
蛍光灯と暑さ２ｃｍくらいの畳のあるバンガロー４畳半を大幅割引で貸りる事
ができました。餅と野菜を入れたインスタントラーメンを食べると、する事が
ありません。湖の散歩もすぐ終わるし、月が明るすぎて星も見えません。
明日は早く起きようかと、７時過ぎからシェラフに潜り込み、ウトウトとし
てましたが、これがいけません。３時間もすると目が覚めてしまいます。どう
いうわけか、強い風がときたま吹いてきます。ゴチンだのギーギーだのいう音
に、ドングリが吹き落とされパラパラ、カラカラだのいう音が混じって迫って
きます。まあ、誰もいない山の上でテントした時よりはマシですけど。なんだ
か、２時間毎に起こされていたような気がします（コワガリナンデス。(^_^;)）。
HBA01110、横浜のＯＳＫ
四尾連湖から精進湖へ（長くてすいません２／２）
さて、翌日です。５時に起き出し、朝食と身支度を終えて、６時ちょっと
前に出発しました。空もだいぶ明るくなり、懐中電灯も必要ありません。登
山入り口は昨日調べであります。駐車場の入り口のところ左にゲートを通っ
て登ります。すぐ、右に分岐するところに蛾ガ岳への標識があります。３０
分ほどの登りで大畠山に出ます。稜線を右に取り、いよいよ縦走開始です。

紅葉真っ盛りの感じですね。殆どが山腹に沿った道で日陰になりますが、
ところどころ両側が谷という場所があります。日の光にきらきらと輝く紅葉
と、その紅葉林をスクリーンに自分の影が映る光景を堪能できました(^_^)。
遥か向こうには薄紅色に染まった北岳、南アルプスが拡がっています。極楽
極楽。
大畠山から１時間の蛾ガ岳（どうして、ヒルガダケと読めるんだろ）は、
直前の急登がなかなかきついですが、大展望を楽しめます。残念ながら富士
山のところだけ雲を被っていましたが、赤石岳、塩見岳、農鳥岳、間ノ岳に
北岳などの南アルプス、白く雪を被った来たアルプスを挟んで八ヶ岳、そし
て茅ヶ岳に瑞牆山、金峰山と見飽きません。
蛾ガ岳の山頂を横切り、下っていきますと水場の標識があるベンチにでま
す。この水場は期待できないようです（念のため）
。鴨の猟場の標識を過ぎ、
蛾ガ岳から５０分で「展望日本一の富士・・」の立て札のところに出ます。
登山道から左へ、数分ですが急登すると大平山です。なんでも平成２年に地
元のＮＨＫで放映されたそうです。本日は、残念ながら雲で富士山は影も形
もありません。
登り口に戻り、すぐの所が折門峠です。真っ直ぐ行くと折門部落、縦走路
は左にＵターンして下っていきます。数分で樹齢５００年の栂の木がある栂
の峠に出ます。地蔵峠ともいうようで、地図によって名称が違っているよう
です。
ここから三方分山への取り付きまでが、林道工事のためわかりにくくなっ
ています。栂の峠から２０分で道が上下に２分します。山腹に八坂の標識が
あります。上を行く道を進みますと、約１０分で通行止めの標識に出ます。
ここで、右にＵターンする感じで林道まで下ります。林道直前で農家の庭を
通ります。気兼ねです。
林道を左にとって登ると、５分ほどで左に登山道が見えます。テープもあ
りますが、これは釈迦ヶ岳への道なのでスキップします。更に５分ほど林道
行き、二つ目のカーブミラーのところに右へ入っていく登山道があります。
テープはありますが、標識は？？です。１０分くらいで水道の蛇口がぽつん
と突っ立っている所に出ます。その向こうに廃屋があります。ここを右に分
岐すれば、三方分山への登山道となります。後は道なりですね。
ところで、この廃屋ですが、暗い植林の中にひっそりと残っています。恐
いもの見たさで、中を覗いてみましたが・・・ギャー、関心のある方はどう
ぞ。
三方分山まで約１時間の登り、これはきつかった。身体がなまっていたせ
いかも。一気に登れないで、休んでしまいました。頂上直前まできつくて、
ひょこっと頂上に顔を出す感じです。四尾連湖からここまで誰にも会わず、
ひたすら自分の殻に籠もっていたものですから、頂上に出た途端にびっくり
仰天です。いやあ、何十人もウジャウジャ（失礼）いるじゃないですか。あ
まりの落差に暫く呆然としてしまいました。座る場所もなく、諦めて素通り
して、精進湖を目指しました。
精進湖には予定通り１３時に到着し、１３：４１の河口湖行きのバスを待
ちました・・・が、ここで失敗。山田屋ホテル前という記事にあわせて、変
だなと思いながら、道の反対側にあるバス停で待っていました（だって、こ
れしかバス停がないんだもの）
。すると、どうでしょう、やっと来たバスは
「ブー」とホーンを鳴らして、冷たく走り去ってしまいました。チクショー。
なんと、もうひとつ手前にパノラマ台入り口のバス停があるじゃないです
か。次のバスは１５：１５までないしと、ホテルにタクシーを呼んでもらお
うと頼むと、
「３０分はかかるし、６０００円がもったいない。本通りに出
なさい」との忠告。ただし、１０分後だから早足でという事。こらあ大変と
重い荷物を背負ったまま走る走る。ところが、行っても行っても本通りに出
ません。どう見ても、２０分コースです。またまた、目の前をバスが・・。
もう破れかぶれだと、高速バスのバス停にもなっていたので、新宿まで行
く事にしました。次は、そうなんです。中央高速の渋滞です。やっとの思い
で換えってまいりました。

HBA01110、横浜のＯＳＫ
ーーー
身延線・四尾連湖から上九一色の探査
Ｎ先輩ご夫妻から紹介して頂いてから二年越しで計画していた「四尾連湖
から蛾ガ岳、三方分山とつないで精進湖に出るコース」にやっと行くことが
できました。
--------------------------------------------------------------------日 程：１１月４日（土）
、５日（日）
山 域：富士山周辺
山 名：四尾連湖、蛾ガ岳、大平山、三方分山
ルート：
４日 身延線市川本町－烽火台－文学碑公園－四尾連湖
12:16-35
14:30
15:25
15:40
５日 四尾連湖－大畠山－六地蔵－蛾ガ岳（ヒルガダケ）－大平山
5:50
6:20
7:00
7:16
8:26
－折門峠－栂の峠（地蔵峠）－林道
8:44
8:54
9:38
分断された登山道－八坂のミズナラ－三ツ沢峠
9:55
10:20
10:28
釈迦ヶ岳／三方分山の稜線－三方分山－精進山－精進峠
11:25
11:50
11:59 12:19
精進湖＝高速バス＝新宿
12:56
天 候：快晴
メンバ：単独
--------------------------------------------------------------------それにしても、身延線は遠い。急ぐ旅でもないと、八王子－大月、大月－甲
府、甲府－市川本町と普通列車を乗り継ぎ、たっぷりと電車の旅も堪能できま
した(^_^;)。
駅から本通りに出て、大門碑林公園という標識で右に分岐、踏切を渡ると後
は直進です。市川中学の前を過ぎると、小高いところに赤と緑の極彩色の中国
風山門が目に飛び込んできます。これが、大門碑林公園です。かわった施設で
「陜西省の西安碑林」と「山東省の曲碑林」の名碑を集めた公園で、後漢から
唐の時代の碑を復元したものだそうです。教養と縁のない人、すなわち私なん
かは、
「ふーん」と言いながら前を素通りします(^_^;)。この前を通過さえす
れば、直ちに普通の山道となりますので、同輩、そう貴方（貴女）も安心して
四尾連湖を訪問しましょう。
暫くいくと、数人の地元の方が山仕事を終えた感じで下りてこられます。呼
び止められ、
「はて、オーム騒動は精進湖から、こちら側へも移ってきたのか」
と思ったら、イヤイヤ、スズメ蜂です。なんと、登山道にスズメ蜂が巣を作っ
てしまったそうで、迂回路をとってくれとのことでした。おっかなびっくりで、
歩くこと小１時間で、巣がありました。恐いですねえ。まるで爆撃機の編隊に
よる空襲といった迫力のある音が響きます。大慌てで、引き返し、迂回路に入
りました。
駅より２時間ほどで、烽火台に到着しました。本当に竹で編んだ６００ｍｍ
直径、２ｍ高さくらいの筒がおいてあります。先ほどの公園といい、復元が大
好きな町のようですね（ね、丹沢ＳＭ）
。見晴らし台があって、櫛形山、その
向こうに北岳、鳳凰三山、少し離れて八ヶ岳、茅ヶ岳、そして瑞牆山に金峰山
となかなかの展望です。
更に登っていくと文学碑公園に出ます。私の知らない有名な（であろう）方
の碑を置いた広場を通過し、駅から３時間強で四尾連湖に到着しました。こじ
んまりとした湖ですが、水明荘と龍雲荘のふたつの宿舎があり、ボートも用意
されています。登山道とは別に道路があるらしく、車で遊びに来られるようで
す。龍雲荘のバンガローを借りましたが、本日の宿泊は、バンガローの私とテ
ント数張りだけのようです。蛍光灯と暑さ２ｃｍくらいの畳のあるバンガロー

４畳半を大幅割引で貸りる事ができました。
月が明るすぎて星も見えないし、明日は早く起きようかと、７時過ぎからシェ
ラフに潜り込み、ウトウトとしてましたが、これがいけません。３時間もする
と目が覚めてしまいます。どういうわけか、強い風がときたま吹いてきます。
ゴチンだのギーギーだのいう音に、おそらくドングリでしょう、吹き落とされ
てパラパラ、カラカラという音が混じって迫ってきます。まあ、誰もいない山
の上でテントした時よりはマシですけど。なんだか、２時間毎に起こされてい
たような気がします（コワガリナンデス、私(^_^;)）。
さて、翌日です。５時に起き出しました。まだ暗いです。それにしても目覚
ましも無しに、よく起きられるものだ。朝食と身支度を終えて、６時ちょっと
前に出発しました。空もだいぶ明るくなり、懐中電灯も必要ありません。用意
周到な私ですから、もちろん登山入り口は昨日のうちに調べであります。
３０分ほどの登りで大畠山に出ると、いよいよ縦走開始です。紅葉真っ盛り
の感じですね。殆どが山腹に沿った道で日陰になりますが、ところどころ両側
が谷という場所があります。日の光にきらきらと輝く紅葉と、その紅葉林をス
クリーンに映る自分の影。遥か向こうには薄紅色に染まった北岳、南アルプス
が拡がっています。極楽極楽。
大畠山から１時間の蛾ガ岳（どうして、ヒルガダケと読めるんだろ）は、
直前の急登がなかなかきついですが、大展望を楽しめます。残念ながら富士
山のところだけ雲を被っていましたが、赤石岳、塩見岳、農鳥岳、間ノ岳に
北岳などの南アルプス、白く雪を被った来たアルプスを挟んで八ヶ岳、そし
て茅ヶ岳に瑞牆山、金峰山と見飽きません。
次は、蛾ガ岳から５０分のところ「展望日本一の富士・・」の立て札のあ
る大平山です。なんでも平成２年に地元のＮＨＫで放映されたそうです。本
日は、残念ながら雲で富士山は影も形もありません。下ると、折門峠、続い
て樹齢５００年の栂の木がある栂の峠に出ます。地蔵峠ともいうようで、ご
丁寧に両方の標識が出ています。道理で地図によって名称が違っているわけ
だ、と納得。
ここから三方分山への取り付きまでが、林道工事のためわかりにくくなっ
ています。地図によってルートが違っているという恐怖のコースとなります。
もちろん、このところ感の冴えている私は、分断された登山道をなんなく探
しだしました。再び登山道に戻り、暗ーい森に入ると、どういうわけか水の
でない水道の蛇口がぽつんと寂しく突っ立っている所に出ます。なんなんだ
ろ？。その向こうには、だめ押しで崩れそうな廃屋を用意してくれています。
ここを右に分岐すれば、三方分山への登山道なんですが・・この廃屋、恐い
もの見たさで、中を懐中電灯で照らすとっ・・・ギャー、関心のある方はど
うぞ。
さて、三方分山まで約１時間の登り、これはきつかった。身体がなまって
いたせいか、一気に登れません。頂上直前まできつくて、ひょこっと頂上に
顔を出す感じです。四尾連湖からここまで誰にも会わず、ひたすら自分との
対話をしていたものですから（自閉症じゃ）
、頂上に出た途端にびっくり仰
天です。いやあ、何十人もウジャウジャ（失礼）いるじゃないですか。あま
りの落差に、暫く呆然としてしまいました。座る場所もなく、諦めて素通り
して、精進湖を目指しました。
精進湖には予定通り１３時に到着し、１３：４１の河口湖行きのバスを待
ちました・・・が、ここで失敗。山田屋ホテル前という案内記事にあわせて、
変だなと思いながら、進行方向からすると道の反対側にあるバス停で待って
いました（だって、これしかバス停がないんだもの）。すると、どうでしょ
う、やっと来たバスは「ブー」とホーンを鳴らして、冷たく走り去ってしま
いました。チクショー。なんと、もうひとつ手前にパノラマ台入り口のバス
停があるじゃないですか。次のバスは１５：１５までありません。ホテルに
タクシーを呼んでもらおうと頼むと、
「３０分はかかるし、６０００円がもっ
たいない。本通りに出なさい」との忠告。ただし、１０分後だから早足でと
いう事。こらあ大変と重い荷物を背負ったまま走る走る。ところが、行って
も行っても本通りに出ません。どう見ても、２０分コースじゃないか、全く。

またまた、目の前をバスが・・。
もう破れかぶれだと、高速バスのバス停にもなっていたので、新宿まで行
く事にしました。次は、そうなんです。中央高速の渋滞です。やっとの思い
で帰ってまいりました。

表題:三ツ峠
.三ツ峠
*[01* 日
付<]'95/11/19＠日付
*[02* 山
系<]富士山＠山系
*[03* コ ー ス<]三ツ峠
*[04 地図・案内<]２万五千地図 河口湖東部

るるぶハキングガイド

アルペンガイド東京周辺ワンデイハイク

［コース］ＪＲ大月＝富士急行三ツ峠－達磨石－八十八大師－富士見山荘－開雲山－富士見山荘－木無山
－天上富士見台駅－河口湖駅＝大月
交通の便も良く登山道も整備され、目の前にせまる富士山から遠く八ガ岳、南アルプスまで広がる眺望に加えて、ロ
ッククライミングの練習 に使われる屏風岩に代表される高山的な岩峰と人気の高いコースである。
いくつかのコースがあるが、三ツ峠駅からの表登山道は約１時間の簡易舗装された林道を歩いて、やっと山道に入れ
る。２時間半のかなり急勾配の山道をとうってやっと山頂にいたる。途中、ロッククライミングの練習をしている屏風岩
がる。その手前に左に富士山、正面に双子のそそりたつ峰（御巣鷹山、開雲山）の豪快な眺めあり。山頂まぎわの鞍部に
ある山小屋をとうりすぎて約１０分で１７８６ｍの開雲山山頂。ＮＨＫの中継所が無粋であるが、北八ツ、南アから富士
山、箱根と３６０度のパノラマが得られる。山小屋に戻り、なだらかな尾根をたどると草原状の木無山。お花畑の標識が
あり、夏にはいいらしい。ここからロープウエまではなだらかな、えらく長い尾根歩きとなる。
（’９５／１１／１９ 日） 連れ合いと恒例の紅葉狩り。快晴。三日月がくっきり。暖かくてセータで十分。
5:30 起床
6:13 竹山
6:24 鴨居
昨年より、１０分遅れ。
7:03 八王子
やはり待ち無しに高尾へ
7:13 高尾
やはり待ち無く大月行き
8:13 大月乗り換え
8:43 三ツ峠駅
一組の夫婦が一緒に下りたが、先行していった。
8:53 出発
昨年より２６分遅れ。公園部分の整備が進行中。古くは、仙泉山とも言われたらしい。奈良時代に
役の小角に開かれたらしい。江戸時代に再建。看板だとツキノワグマもいるらしいが？
10:05 達磨石
昨年と同じくらいのペースだ
10:50 股のぞき
富士山が大きく広がる。ただ、少し霞んでいる感じ。
11:50 不二石
看板が増えたようだ。大きな石に木が根付いている
12:00 八十八大師 だいぶ、連れ合いがふうふういって、遅れがち。でも昨年と同じペースだね。
一昨年が、二時間半弱、昨年は約３時間。
12:44 四季楽園
最後の階段のところで道が変わっていて、富士見荘には出られない。このきつい階段も１０分
くらいだ。
ザックを置いて山頂へ。
12:57 山頂
南アルプス、かすかに中央アルプス、八ヶ岳、奥秩父と展望よし。
14:00 下山
また、小屋に戻りゆっくりと食事。大きなカップラーメン。昨年と違って、暖かい。
八十八大師で追いつかれた小３の女の子とお父さん連れと一緒になる。この女の子が凄い。
急ぐ大人の足に合わせるというよりペースメーカとなる。疲れた様子も見せず、上機嫌で好奇心
に溢れている。埼玉から来たそうだ。高尾につれていったら味をしめて、山歩きをせがまれた
そうだ。
15:30 林道
15:50 天上山ロープウェ
ーーーーーーーーー
恒例の三ツ峠、紅葉探索
毎年この時期になると紅葉を求めて三ツ峠と箱根外輪山を訪れています。
宿題を抱えたやたら忙しい日々でありますが、アホですね。
「パブロフの
わんちゃん」みたいなもので行かないと、どうも落ち着きません。
「ケーキは別よ」と食欲を満喫される女性（誰というわけではありませ
ん。一般的な話です。念のため）と同じく「山は別だ」というへ理屈で、
短時睡眠で夢うつつのまま三ツ峠に行ってまいりました。するとどうでしょ

う。山に入るとともに力がみなぎり、身体が宙に浮かぶようではないです
か。これは、いよいよ超能力だと、相棒に「空中に浮かびそうになったら、
飛び去らないよう、しっかり止めろよ」と厳命した次第であります。
--------------------------------------------------------------------日 程：１１月１９日（日）
山 域：富士山周辺 御坂山塊
山 名：三ツ峠山
ルート：富士急線三ツ峠駅－だるま石－股のぞき－不二石－八十八大師
8:53
10:05
10:50
11:50
12:00
四季楽園－山頂－四季楽園－天上山－河口湖駅
12:44 12:57
～14:00 15:50
天 候：快晴
メンバ：二人（連れ合い）
--------------------------------------------------------------------最もオーソドックスな（と思い込んでいる）コースの筈ですが、同じ富士
急線の列車から降り立ったのは、我等を含む夫婦二組だけでした。行程が若
干長いので敬遠されるのでしょう。人気の山の割には静かでいいですね。
宙に舞い上がりそうなくらい快調な私（単に、頭がぼけているだけという
意見もありましたが(^_^)）ではありましたが、上記タイムのようにペースは
スローであります。これは、ひとえに体調がもうひとつの連れ合いのせいで
ありまして、私は空中を疾走しそうな身体を押さえるのに必死であった旨を
申し添えておきます(^_^;)。
肝心の紅葉でありますが、全般的には既に終わりかけていました。でも、
中腹でのカラマツの黄葉は最盛期で、常緑樹によるワンポイントで飾られた
中間色のカーテンとなって広がっていました。しっとりと落ち着いた雰囲気
です。
少し暖かすぎて稜線くっきりとはいきませんが、雲ひとつ無い快晴に恵ま
れ、富士山の全景はもとより南アルプス、八ヶ岳、金峰山に代表される奥秩
父と展望も良好でした。南アルプスは聖岳、赤石岳、荒川岳、塩見岳、農鳥
岳、間ノ岳北岳、仙丈ヶ岳、甲斐駒ヶ岳と、まるで展望図の参考書といった
感じです。八ヶ岳との間にうっすらと白く見えるのは中央アルプスの方面だ
と思いますが、個々の山に分離できるほど明瞭ではありません。
ところで、ロッククライミングのゲレンデから小屋に登る最後の急階段で
すが、コースが変わっていました。去年の今頃は、富士見荘の前に出ました
が、今回は四季楽園の方へとカーブしていました。富士見荘が閉鎖されたた
めでしょうね。世の中は着実に変動しています。生産性向上を・・って関係
ないか(^_^;)。
さて、下山は木無山を経由して天上山に抜けるロングコースです。これも
毎年の定例コースにしています。八十八大師で追いつかれて、一緒になった
小学三年生の女の子とお父さんの二人連れとつかず離れず、時々話をしなが
らの下山です。この女の子が凄い。せがまれて埼玉から出てきたという事で
すが、山へ行きたいと自分から言い出すだけあって、元気そのものです。登
りでも追いつかれましたが、下りも疲れた様子を見せずに大人の早足につい
てきます。それどころか、ペースメーカーとして我々を引っぱりながら、好
奇心に溢れたキラキラした眼であちこちを観察していました。いやあ、驚き
ました。途中で、大きな猿に遭遇したときは怖がっていましたが、きっと思
い出として残ることでしょう。将来の田部井さん、今井さんかな。
--------------------------恒例の三ツ峠、紅葉探索
毎年この時期になると紅葉を求めて三ツ峠と箱根外輪山を訪れています。
やたら忙しい日々が続いていますが、
「パブロフのわんちゃん」なみに行
かないと、どうも落ち着きません。
「ケーキは別よ」と食欲を満喫される女性と同じく「山は別だ」という

へ理屈で、午前０時を過ぎる仕事で夢うつつ状態で三ツ峠に行ってまいり
ました。するとどうでしょう。山に入るとともに力がみなぎり、身体が宙
に浮かぶようではないですか。これは、いよいよ空中浮揚の超能力が身に
つき始めたかと、相棒に「空中に浮かびそうになったら、飛び去らないよ
う、しっかりと止めろよ」と厳命した次第であります。
--------------------------------------------------------------------日 程：１１月１９日（日）
山 域：富士山周辺 御坂山塊
山 名：三ツ峠山
ルート：富士急線三ツ峠駅－だるま石－股のぞき－不二石－八十八大師
8:53
10:05
10:50
11:50
12:00
四季楽園－山頂－四季楽園－天上山－河口湖駅
12:44 12:57
～14:00 15:50
天 候：快晴
メンバ：二人（連れ合い）
--------------------------------------------------------------------最もオーソドックスな（と思い込んでいる）コースの筈ですが、同じ富士
急線の列車から降り立ったのは、我等を含む夫婦二組だけでした。行程が若
干長いので敬遠されるのでしょうが、人気の山の割には静かでいいですね。
宙に舞い上がりそうなくらい快調な私（単に、頭がぼけているだけという
意見もありましたが(^_^)）ではありましたが、上記のようにペースはスロー
であります。これは、ひとえに体調がもうひとつの連れ合いのせいでありま
して、私は空中を疾走しそうな身体を押さえるのに必死であった旨を申し添
えておきます(^_^;)。
肝心の紅葉でありますが、全般的にはレポートされているように既に終わ
りかけていました。でも、中腹でのカラマツの黄葉は最盛期で、常緑樹によ
るワンポイントで飾られた中間色のカーテンとなって広がっていました。しっ
とりと落ち着いた雰囲気です。
少し暖かすぎて稜線くっきりとはいきませんが、雲ひとつ無い快晴に恵ま
れ、富士山の全景はもとより南アルプス、八ヶ岳、金峰山の奥秩父と展望も
良好でした。南アルプスは聖岳、赤石岳、荒川岳、塩見岳、農鳥岳、間ノ岳
北岳、仙丈ヶ岳、甲斐駒ヶ岳と、まるで展望図の参考書といった感じです。
八ヶ岳との間にうっすらと白く見えるのは中央アルプスの方面だと思いま
すが、個々の山に分離できるほど明瞭ではありません。
ところで、ロッククライミングのゲレンデから小屋に登る最後の急階段で
すが、コースが変わっていました。去年の今頃は、富士見荘の前に出ました
が、今回は四季楽園の方へとカーブしていました。富士見荘が閉鎖されたた
めでしょうね。
話はかわり、四季楽園の裏にある公衆トイレですが、利用できた方おられ
ます？ いつもこの時期に行くためなんでしょうが、凍結のためという事で
閉鎖されています。トイレの裏が紙吹雪の状態で、もうひとついただけない
状態になっています。トイレ裏についたポンプは稼働してるようですが、水
洗化したための弊害なんでしょうかしら。
さて、下山は木無山を経由して天上山に抜けるロングコースです。これも
毎年の定例コースにしています。八十八大師で追いつかれて、一緒になった
小学三年生の女の子とお父さんの二人連れとつかず離れず、時々話をしなが
らの下山です。この女の子が凄い。せがまれて埼玉から出てきたという事で
すが、山へ行きたいと自分から言い出すだけあって、元気そのものです。登
りでも追いつかれましたが、下りも疲れた様子を見せずに大人の早足につい
てきます。それどころか、ペースメーカーとして我々を引っぱりながら、好
奇心に溢れたキラキラした眼であちこちを観察していました。いやあ、驚き
ました。途中で、大きな猿に遭遇したときは怖がっていましたが、きっと思
い出として残ることでしょう。将来の田部井さん、今井さんかな。
HBA01110、横浜のＯＳＫ

表題:金時山～明神ガ岳
.明神ガ岳
*[01* 日
付<]'95/11/24＠日付
*[02* 山
系<]箱根＠山系
*[03* コ ー ス<]明神ガ岳
*[04 地図・案内<]
［コース］小田急小田原*(湖尻行)*仙石－矢倉沢峠分岐－火うち石岳分岐－明神ガ岳－見晴らし小屋－道了尊
＝関本＝新松田
箱根の外輪山で最も眺望の良い明神ガ岳と大文字焼きで知られている明星ガ岳、反対方向に金時山とを縦走するコース。
えんえんと続く尾根道をとうして眺める箱根連山、富士山は絶品。澄み渡った日は三浦半島、大島まで遠望できる。
明神から西に縦走すると金時山方面、南東に縦走すると明星方面となる。
（９５／１１／２４ 金）連れ合いと紅葉狩。
6:50
7:03
7:24
8:35
8:50

竹山発
鴨居発
町田発
小田原着
小田原バス停４番

昨夜の雨で路面が濡れている。現在は、曇りの状態だが、予報では良くなるはず。暖かい。
平日のため、通勤、通学者多い。
５６０円。途中から、座れてよく寝た。

8:35 の次のバス。予定通りに晴れてきた。やはり、平日のせいかハイカーは少な目。
渋滞もまあ少な目で、バス車窓から紅葉を眺める。いつもより、真っ赤にもえる紅葉が
少なく感じる。終わったかな。
9:43 仙石着
４・５人のおばさんハイカーも下りる。金時山らしい。
10:00 出発
途中の別荘、保養所の綺麗な紅葉は、終わっていた。
10:28 矢倉沢峠
５分ほど休憩。身支度する。８７４ｍ。
11:47 火打石岳分岐
一面にススキの穂がゆらぐ斜面に沿った尾根道。風が遮られているせいで、ぽかぽかと
暖かい。
12:25 アンテナ？
この手前から、風を遮るもの無く、足元が揺らぐほど。流石に寒い。そのかわり富士山
がきれいだ。箱根の町もくっきり。
12:45 明神山頂
山頂も少な目。風を防げる場所に、１０人くらいの団体、３人くらいの団体、単独
数人くらいか。だいぶ人がいた。
相模湾がえらく近く見える。紺碧の海の色が綺麗。火を使える場所探してうろうろ。
結局、元に戻り、葉を落とした雑木林に腰を下ろす。木漏れ日がさして暖かい。
13:50 下山
草尾根の所に高く延びたススキが一面に穂をつけている。これを逆光で見るとキラキラ
と輝き、きれいだ。
14:50 明神ヶ岳見晴らし小屋
15:37 最乗寺
もみじの大木は紅葉真っ盛り。残念ながら日光が当たっていない。でも、赤と黄色の
木が隣接した色のシンホニーは見事だ。
16:20 バス
２０分ほど待つ。次第に冷えてきた。
16:38 関本、最乗寺バス
道了尊－－関本
8:00.25
9:00,30
10:10,35,55
11:10,30
12:00,25,55
13:10,25,45
14:00,20,30,50
15:20,50 16:20､46
17:15 最終
－－－－－－－－－
三ツ峠に続いて、ここ数年に渡って続けている箱根外輪山の紅葉狩りに
行ってきました。箱根の方は金時山と明神ヶ岳を交互に選んでいまして、
今年は後者の明神の回りです。
紅葉の最盛期には少し遅すぎましたが、快晴に恵まれました。久しぶり
にくっきりと浮かび上がる富士山に感激し、紺碧色の相模湾と大島を眺め
る事ができました。
--------------------------------------------------------------------日 程：１１月２４日（金）
山 域：箱根
山 名：明神ヶ岳
ルート：小田原＝バス＝仙石－－矢倉沢峠－火打石岳分岐
8:50
9:43-10:00 10:29
11:47

山頂－－－－明神ヶ岳見晴らし小屋－道了尊＝バス＝関本
12:45?-13:50
14:50
15:37-16:20
関本＝バス＝新松田
16:38
天 候：快晴
メンバ：横浜のＯＳＫ、連れ合いのふたり
--------------------------------------------------------------------小田原から箱根湯本まで多少の渋滞もありましたが、金曜日という事も
あって、まあまあの時間で仙石に到着できました。流石にハイカーは少な
く、金時山を目指す女性数人の団体がいただけです。彼女たちとは矢倉沢
峠で別れて、我等は遥か向こうに見える明神ヶ岳を目指しました。
もう７・８年前になるでしょうか。最初このコースに入ったときは、登っ
たと思うと、どーんと下る長ーい道のりに嫌になったことを思い出します。
ぽかぽかと小春日和の中を気持ちよく歩けましたが、山頂近くになると、
時々足元がふらつくくらいの凄い風でした。朝方かかっていた雲もとれ、
山頂からは絶景かなと富士山、相模湾そして丹沢の展望を楽しめました。
風が強いため少し引っ返して、葉を落とした雑木林の中で食事を始めま
した。ぽかぽかと気持ちよく、のんびりとくつろぐことが出来ました。
前のＦＹＡＭＡでどなたかから「風と光のワルツ」というタイトルを頂
いた「リーフダンス」を期待していましたが、今回は楓の種が少し飛び交
うのが見られた程度でした。残念。谷間を吹き抜ける風に多量の葉が、日
の光を受けてキラキラと輝きながら、右へ左へと舞い踊る光景を期待して
いたわけです。今回は、かわって一面のススキの穂が逆光で光り輝く光景
を楽しめましたので、よしとしますか。
箱根側の紅葉は最盛期を過ぎて、葉を落とし始めていましたが、道了尊
モミジの大木はいまが盛りでした。真っ赤になるモミジと黄色に薄い赤が
混じるモミジが隣り合わせにあり、見事なシンフォニーを奏でていました。
帰りの電車の窓から見た、夕映えにくっきりと浮かぶ富士山、
丹沢の稜線、上空には三日月と宵の明星・・途中下車して、塔
の岳に行きたくなりました。
HBA01110、横浜のＯＳＫ

表題:鍋割山（寄）
.鍋割山（寄）
*[01* 日
付<]'95/11/26＠日付
*[02* 山
系<]丹沢＠山系
*[03* コ ー ス<]鍋割山（寄）
*[04 地図・案内<]２万五千地図 秦野、大山

アルペンガイド 東京周辺ワンデイ・ハイク

［コース］小田急新松田＝寄－雨山峠－鍋割峠－鍋割山－後沢乗越－二股－大倉＝渋沢
塔の岳直下の金冷シの頭から西の延びる尾根を鍋割山稜といって、大丸，小丸をへて代表的なピークの鍋割山約１２７
０ｍにいたる。大倉尾根から入るコースと後沢乗越より北上するコースがある。後者は、登山者の多い大倉尾根に比べて
静かである。途中、県民の森，登山訓練所をへて二股より沢を横切って植林の中を後沢乗越にいたる。ここからカヤトの
中の登りとなる。ゆるやかなピークを二つ越すと山頂。山頂には鍋割山荘があり、宿泊も可。塔の岳にいたる鍋割山稜は
ぶな林の中の気持ちの良い尾根道。
（’９５・１１・２６）少し暖かすぎるか。雲も随分と出てきた
7:13
7:19
8:35
9:00

竹山
鴨居
新松田着
バス発車

7:46 町田発
なんか、益々曇ってくる感じだ
寝ぼけて渋沢で下車しようとしてしまった(^_^;)。8:30 のバスが出ていった。
いやあ空いている。他に二人、一人は釣りか、もうひとりはハイカー？。田代向かいで下車、
後は我々だけ。
9:35 出発
9:25 到着、休憩施設で身支度。
10:20 登山道
みんなの森入り口の桜が８部咲き？？。パンを食べる。
11:30 寄コシバ沢 休憩。お兄さんが一人鍋割峠から下りてきた。なんとなく危ない感じのお兄さんなので、そそくさ
と出発する。すると、どいうわけか後ろをついてくる。危険を感じて、前に行かす。声をかけた

12:05
12:36
12:50
13:20
14:05
14:25

14:34
16:05
17:05

ら、ユーシンに行くんだという。あまりにも変なコース選定だ。曲がり角を過ぎたら、忽然と
消え失せた。いったい？？？
雨山峠
７人くらいが下山してきた。前を行くオジサン一人、おばさん３人が登っていった。
茅の木沢の頭
鍋割峠
東方面への道は何だろう
山頂
曇り、寒い。ガスが不調でラーメンがどろどろになる。あまり寒くていたたまれず出発。
下山
小丸
久しぶりで、小丸の標識から思ったより離れていた。葉を落としきった冬枯れの林。風強く、
一面の雲。寒い。。
日が射すと急に暖かくなる。
分岐
ベンチで身支度している足音もしないで何かが近づいてくる雰囲気。ぎょっとすると、鹿であっ
た。逃げるどころか、近づいてくる。ベンチを挟み睨み合う。餌のねだりか。
二股
大倉
17:35 バス

－－－－－－
やっぱり丹沢に行って来ました。
金曜日に明神からの帰りの車窓から眺めた丹沢のシルエットに惹かれて
我慢できず鍋割山に出かけました。
しかし、飛び石３連休もしくは４連休に、さしもの天候もハイカーも疲
れたのか、寒風吹きすさぶ曇り空で山頂はもう冬、ハイカーも少なかった
です(^_^;)。
--------------------------------------------------------------------日 程：１１月２６日（日）
山 域：丹沢
山 名：鍋割山
ルート：新松田＝＝バス＝＝寄－－みんなの森－-寄コシバ沢－雨山峠
8:35-9:00
9:25-9:35 10:02 ｰ 10:20 11:30
12:05
茅ノ木沢の頭－鍋割峠－－鍋割山－－－小丸－－－大倉＝渋沢
12:36
12:50 13:2014:05 14:25-14:34 17:05
天 候：曇り
メンバ：単独
--------------------------------------------------------------------先日の三ツ峠から帰ってから、抱えていた宿題をこなすのに夜中１時過ぎ
までかかったものですから、連れ合いから叱られました(;_;)。本当は、土曜
日に出かけたかったのですが、宿題が・・・というわけで、日曜日まで我慢し
たわけです。すると、どうでしょう。なんですか、この曇り空(~_~ﾒ)。
TAO さんをはじめとして雨山峠の話をアップされていたものですから、自然
と寄から雨山峠コースで鍋割山と決まってしまいました。
もっとも、小田急で熟睡してしまい、ひょっと目覚めたのが渋沢でした。い
つもの癖ですね。大慌てで網棚から荷物をとって降りようとしましたが、目の
前でドアが閉じてしまいました。寝ぼけていまして、「いやあ、乗り過ごした。
どうしよう」と考え込んでしまいました。暫くして、「俺って、寄に行くん
じゃないか」と思い出しました(^_^)。
寄へのバスは団体ハイカーで超満員でしたが、殆どの方がシダンゴか高松山
らしく、雨山峠方面に向かったのは数人だけでした。林道をとことこ「みんな
の森」まで来まして、あれっと目を疑うような光景にでくわしました。なんと
入り口の桜が花をつけています。もう８部咲きといった感じです。寒桜って、
もう少し先ですよね。みんなの森の従業員に聞きましたが、
「毎年ですよ」と
軽くいなされました。
さて、この後のコースは最近アップされていますので省略します。ひとつだ
け、寄コシバ沢で変な若者に会いました。休憩していると２０代くらいの男性
ひとりが鍋割峠から降りてきました。挨拶して、私は雨山峠に向かいましたが、
ひょっと気づくと後ろを追いかけてきます。
「どこ行くの」と聞くと「ユーシ
ン」という答えです。
「随分と凄いコースを行くんですね。まるでＵターンじゃ
ない」と道を譲りました。でもって、曲がり角をすぎたところで、その若者の

姿が忽然と消えてしまいました。わかりやすい登山道を間違うはずもないし、
急用もしくは食事で右側の尾根に入ったのかなと、その時は思いました。暫く
して、そういえばオームの手配写真もあったな、あれは私が気づいたかどうか
チェックしに来たのかなと失礼なことを思いました。後で、じっくり考えると、
荒れた鍋割峠への道を戻ってきて、
「どうしようかな悩んでいたのではないか」
と気になり始めました。足が速そうでしたが、その後会っていません。
崩落地、鎖場そして馴染みのお地蔵様の鍋割峠、きつい急斜面を経て山頂に
たどり着きましたが、これが寒いのなんの。完全な冬でした。奮えながらラー
メンを作ろうとしましたが、ガス欠で湯が沸騰しません。ちんたら加熱してた
ら、水が蒸発してしまい焼きそばになってしまった(^_^;)。食事に手間取り、
身体が冷え切ったしまいました。
下りは、やはり話題になっていた小丸の方へ足を進めました。分岐で、身支
度をしていると、尾根の方から人影が近づいてきます。足音をさせない人だな
と思っていると、なんと鹿でした。おそれげもなく、ベンチまで歩み寄ってき
ます。
「君、そこまで堕落してどうすんだ」と言ってやりましたが、聞き分け
なく逃げようともしません。しばしベンチを挟んで睨み合ってましたが、こりゃ
埒あかんと、私の方が逃げ出すことにしました。
なんだかんだで、やっと二股に降りて林道を歩いているうちに、お日様も山
陰に隠れてしまいました。
一部で懐中電灯のお世話になりましたが、ＣｏｍｐＯｎさんの支配される闇
の帝国に捕まることなく、無事に大倉に到着できました。
でも、まだまだ下山してくる人達が大勢いました。皆さん、凄いですねえ。
HBA01110、横浜のＯＳＫ
----明神ヶ岳からの帰りに車窓から眺めた丹沢のシルエットに惹かれて我慢
できず鍋割山に出かけました。
しかし、飛び石３連休もしくは４連休に、さしもの天候もハイカーも疲
れたのか、寒風吹きすさぶ曇り空で山頂はもう冬、ハイカーも少なかった
ですね(^_^;)。
--------------------------------------------------------------------日 程：１１月２６日（日）
山 域：丹沢
山 名：鍋割山
ルート：新松田＝＝バス＝＝寄－－みんなの森－-寄コシバ沢－雨山峠
8:35-9:00
9:25-9:35 10:02 ｰ 10:20 11:30
12:05
茅ノ木沢の頭－鍋割峠－－鍋割山－－－小丸－－－大倉＝渋沢
12:36
12:50 13:2014:05 14:25-14:34 17:05
天 候：曇り
メンバ：単独
--------------------------------------------------------------------先日の三ツ峠山から帰って、抱えていた宿題をこなすのに夜中１時過ぎまで
かかったものですから、連れ合いから叱られました(;_;)。本当は、土曜日に
出かけたかったのですが、宿題が・・・というわけで、日曜日まで我慢したわ
けです。すると、どうでしょう。なんですか、この曇り空(~_~ﾒ)。
２月に思わぬ雪の中、ラッセルを楽しませてもらって依頼の雨山峠、鍋割山
です。小田急で熟睡してしまい、ひょっと目覚めたのが渋沢（大倉、丹沢の表
玄関です）でした。いつもの癖ですね。大慌てで網棚から荷物をとって降りよ
うとしましたが、目の前でドアが閉じてしまいました。寝ぼけていまして、
「いやあ、乗り過ごした。どうしよう」と考え込んでしまいました。暫くして、
「俺って、寄に行くんじゃないか、新松田だんべ」と気づく始末(^_^)。
寄へのバスは団体ハイカーで超満員でしたが、殆どの方がシダンゴか高松山
らしく、雨山峠方面に向かったのは数人だけでした。林道をとことこ「みんな
の森」まで来まして、あれっと目を疑うような光景にでくわしました。なんと
入り口の桜が花をつけています。もう８部咲きといった感じです。寒桜って、

もう少し先ですよね。みんなの森の従業員に聞きましたが、
「毎年ですよ」と
軽くいなされました。
さて、この後のコースは崩落地あり、丹沢で一番長い鎖場ありの変化に富ん
だコースでありますが、面倒なので省略します(^_^;)。ひとつだけ。寄コシバ
沢で変な若者に会いました。休憩していると２０代くらいの男性ひとりが鍋割
峠から降りてきました。挨拶して、私は雨山峠に向かいましたが、ひょっと気
づくと後ろを追いかけてきます。
「どこ行くの」と聞くと「ユーシン」という
答えです。
「随分と凄いコースを行くんですね。まるでＵターンじゃない」と
道を譲りました。普通は、鍋割峠を降りずに雨山峠に尾根縦走してユーシンに
出ます。いったん下りて、また登るという滅茶苦茶なコース選定です。でもっ
て、曲がり角をすぎたところで、その若者の姿が忽然と消えてしまいました。
わかりやすい登山道を間違うはずもないし、急用もしくは食事で登山道の右上
の尾根に入ったのかなと、その時は思いました。暫くして、そういえばオーム
の手配写真もあったな。あれは、私が気づいたかどうかチェックしに来たのか
なと失礼なことを思いました。後で、じっくり考えると、荒れた鍋割峠への道
を挫折し戻ってきて、
「どうしようか悩んでいたのではないか」と気になり始
めました。足が速そうでしたが、その後出会っていません。
崩落地、鎖場そして馴染みのお地蔵様の鍋割峠、きつい急斜面を経て山頂に
たどり着きましたが、これが寒いのなんの。完全な冬でした。奮えながらラー
メンを作ろうとしましたが、ガス欠で湯が沸騰しません。ちんたら加熱してた
ら、水が蒸発してしまい焼きそばになってしまった(^_^;)。食事に手間取り、
身体が冷え切ったしまいました。
下りは、塔の岳方面の小丸へと足を進めました。分岐で身支度をしていると、
尾根の方から人影が近づいてきます。足音をさせない人だなと思っていると、
なんと鹿でした。おそれげもなく、ベンチまで歩み寄ってきます。餌ねだりで
しょう。
「君、そこまで堕落してどうすんだ」と言ってやりましたが、聞き分
けなく逃げようともしません。しばしベンチを挟んで睨み合ってましたが、こ
りゃ埒あかんと、私の方が逃げ出すことにしました。
なんだかんだで、やっと二股に降りて林道を歩いているうちに、お日様も山
陰に隠れてしまいました。一部で懐中電灯のお世話になりましたが、無事に大
倉に到着できました。でも、まだまだ下山してくる人達が大勢いるんですね。
皆さん、凄いですねえ。

表題:倉岳山
.倉岳山
*[01* 日
付<]'95/12/10＠日付
*[02* 山
系<]中央線＠山系
*[03* コ ー ス<]倉岳山
*[04 地図・案内<]アルペンガイド 東京周辺の山、'87/11 のウォークが詳しい
［コース］中央線八王子＝鳥沢－小篠貯水場－石仏－穴路峠－倉岳山－立野峠－寺下峠－梁川駅＝八王子
標高９９０ｍで桂川と秋山川にはさまれた山塊の最高峰。道志、丹沢の展望が得られる。高尾のように箱庭化されて
らず、訪れる人も少なく気持ちの良い山歩きを楽しめる。
7:13 竹山バス発 ７年ぶりかの倉岳山だ
7:21 鴨居発
１０９０円
8:07 八王子
高尾行き
8:21 高尾
甲府行き
ハイカーだらけだ。へらないねえ。
8:55 鳥沢着
9:01 出発。駅前の北をとうる道に出てしばらく右に行くと、中央線をくぐる小さなガードあり。
田舎の家並みの中を歩く。高畑山方面の道標に従えばＯＫ。
9:15 お地蔵さんを右へ
9:20 新しい道にぶつかる 右へ
9:21 虹吹橋
9:32 民家抜ける。貯水池。きれいに完成して水をたたえていた。車で来たらしい中年ハイカーが大勢。
10:27 月影沢
大きくＵターンして登り始める。ここで沢ともお別れ。
10:55 峠

11:20
12:05
12:27
13:05
13:39
13:45
13:50
14:45
14:55
15:05
15:10

山頂
下山
立野峠
鳥屋山
舟山
寺下峠分岐
寺下峠
民家
吊り橋
２０号線
梁川駅着

数人が食事中。
ここで宴会やっているグループこしに、富士山に南アが見える。
トヤ山。上品な中年男女の二人組と前後になる。
何処が山頂か分からない
真っ直ぐ行ってしまいそう。左に下りたところが峠。
途中、崩れた道あり。少し恐い。
民宿があった

15:34

ーーーー
約２週間ぶりの書き込みです。実は、仕事にも使っている愛用機に
ＷＩＮ９５をインストールするなんてアホなことをやっていたもので
すから、余裕が無くて(^_^;)。昔、昔、マイコンと言われていた時期
にオタクと化していた血が騒ぎだしたというところです。
で、結局のところ使い勝手に問題があり、ＷＩＮ３．１に戻して、
本日は目出度く山歩きに行ってまいりました。１２日にデキモノ撤去
工事をするものですから、ひょっとしたら本年最後の山歩きかも(;_;)。
--------------------------------------------------------------------日 程：１２月１０日（日）
山 域：中央線沿線
山 名：倉岳山
ルート：中央線鳥沢駅－穴路峠－－－倉岳山－－－立野峠－鳥屋山
9:00
10:55 11:20-12:05
12:27
13:05
－舟山－寺下峠－吊橋－梁川駅
13:39 13:58 14:55 15:05
天 候：快晴
メンバ：単独
--------------------------------------------------------------------７年前に行って以来の倉岳山ですが、凄い人気になっているんですね。
３０人近くが鳥沢駅で下車したように思います。タクシー使っているグループ
もいましたので、扇山方面の人も混じっていたでしょうけど。でも、貯水池の
ところにも車を止めた団体が２０人近くいたようです。
殆どの方は仙人小屋のある高畑山のコースに行くようなので、私は沢を直進
し、穴路峠に向かいました。沢沿いですから見晴らしはありませんが、苔むし
た岩に清流を楽しめましたし、なによりも誰もいない静かなコースを満喫でき
ました。
短縮コースなので早めに山頂に到着しましたが、数人の方が食事中なもので
すから、少し引き返しました。眼下の村を眺めながら野菜ラーメンの製作開始
です。今回は、前に失敗した軟弱ボンベではありません。しっかりと寒冷地仕
様のエリートなボンベであります。流石、エリート、ゴーッという音とともに
瞬時にお湯が煮立ちます。しかっりとラーメンにコーヒーを楽しみ、ついでに
ポカポカ陽気を４０分も満喫して、立野峠へと出発しました。７年前は、立野
峠から下山しましたが、これじゃ歩いた気がしないと寺下峠まで足をのばすこ
とにしました。
ところで、立野峠は団体さんの宴会に占拠されていて、ゆっくりというわけ
にはいかなかったですが、富士山と北岳・間ノ岳・農鳥岳の展望を楽しめまし
た。峠を過ぎてからは、上品な同年代のご夫婦と時々会いながら尾根を縦走し
ました。檜の植林と冬枯れの雑木が交互にあらわれる尾根です。歩く人が若干
少ないのか、ほんの少しヤブ気味のところもありますね。スピーカー付きの車
なんでしょう、南の里から物売りの声が聞こえてくるところは里山という感じ
でほのぼのとします。
寺下峠ですが、気を付けないと間違えそうですね。縦走路には確かに「寺下
峠へ」という手書きの札が木にくくりつけられています。でも、直進路がある
ものですから、大地峠方面へ行く人は直進してしまいそう。実は、植林帯を北
に下りたところに本物の峠がありました。

峠からは、九十九折りの登山道を下っていきます。急に標識が増えますね、
ここにきて何故なんでしょう(^_^)。その標識に危険個所有りと手書きされてい
ましたが、確かに崩落していて恐いところがあります。ロープもあり、注意す
れば大丈夫です。
２０号線に沿って流れている川は桂川ですよね。この桂川の両側は相当の急
勾配です。民家が建ち並んでいますが、車がないと日常生活には大変でしょう。
どーんと桂川まで下り、吊橋を渡ると、今度は登りが待っています。あえぎな
がら２０号線に出て梁川駅に向かいました。この駅は無人です。乗車証明を機
機からもらう仕組みになっていました。列車まで３０分弱の余裕があり、下に
あるコンビニ風の店まで戻り、ビールを入手したのはいうまでもありません。
でも、もう本気で楽しむには寒いですね。なんと、ウルトラ小ビール１８０円
なりを選択しました。
２・３年前までですと、１２月も今頃になるとハイカーも減少していました
が、いまは凄いですね。倉岳もそうでしたが、立川行きの列車がハイカーで溢
れていました。もちろん、八王子まで立ちっぱなしです。途中の駅からもハイ
カーがどんどん乗ってきて、小ラッシュ並の状況となりました。
HBA01110、横浜のＯＳＫ
ＰＳ ひょっとしたら、これで本年最後の山歩きになるかもわかりません。
アクセスはしていますので、よろしくお願いします。
（忘れないでね(^_-)）

表題:二の塔～三の塔～烏尾山
.二の塔～三の塔～烏尾山
*[01* 日
付<]'95/12/24＠日付
*[02* 山
系<]丹沢＠山系
*[03* コ ー ス<]二の塔～三の塔～烏尾山
*[04 地図・案内<]２万五千地図 秦野、大山

アルペンガイド 丹沢

［コース］小田急秦野＝ヤビツ峠－富士見山荘－二の塔－三の塔－烏尾山－烏尾尾根－大倉＝小田急渋沢
塔の岳から東南にのびる尾根（丹沢表尾根）を歩く丹沢の代表的なコース。尾根道には木が少ないため見とうしの良
い場所が多く、相模湾， 箱根の外輪山の眺望が得られる。また、２の塔から烏尾あたりでは富士山が大きく広がる。一
部ザレ道とか鎖場もあるが、道は明瞭でコースに悩む必要もなく歩き易い。ヤビツ峠側からのコースは高度約７６０ｍが
起点となり、逆コースよりだいぶ楽である。
（９５年１２月２４日 日） 晴れ。多少の雲はあるが
7:24 竹山
7:33 鴨居発
8:35 秦野着
8:55 バス出発
9:30 ヤビツ着
9:50 出発
11:00 ２の塔
11:15 ３の塔
11:50 移動
12:15 烏尾山
13:10 新茅荘
14:15 大倉バス停
－－－－
本年最後の山歩き

流石にハイカーは少ない
ちょうど満席くらい
工事でだいぶ様子が変わっていた。トイレを新設するらしい。
誰もいなくなった
風があって寒い。何とか斜面でラーメン作り。

甘酒を注文する。
14:38

デキモノ撤去工事で自粛していた山歩きですが、やはり我慢が
できず、軽く丹沢のヤビツ峠から烏尾山まで歩いてきました。
----------------------------------------------------------日 程：１２月２４日（日）

山 域：丹沢
山 名：ヤビツ峠～烏尾山
ルート：秦野＝＝バス＝＝ヤビツ峠－－二ノ塔－－三ノ塔－－
8:55
9:30-9:50
11:00 11:15-11:50
烏尾山－－新茅荘－－大倉
12:15 13:10-13:20 14:15
天 候：晴れ
メンバ：単独
-----------------------------------------------------------流石に年の瀬です。いつもはハイカーで溢れる小田急線の車両も
がらがらの状態でした。ヤビツ峠行きのバスも数人が立っている程
度です。でも、逆に言えば、この時期にそれだけのハイカーがいる
方が不思議かな・・・自分を棚に上げて(^_^;)。
久しぶりのヤビツ峠は様変わりしてました。公衆トイレが建設さ
れるようです。駐車場とバスの折り返し場所も区分けするようです
ね。のんびりとコーヒーを楽しんでいるうちに、皆さん出発された
ようです。殆どの方が大山に行かれたんでしょうね。表尾根方面は
閑散としてました。逆コースでヤビツに下りてくる方には遭遇しま
したが、西に進む人は皆無でしたね。めずらしい。
あれれと言う間に三ノ塔に到着、強風を避けた斜面でラーメンを
食べ、烏尾山へ。なんとなく物足りない感じですが、年賀状に散髪
が待っています。しぶしぶ烏尾尾根を下りる事にしました。
それにしても風が強かったです。冬枯れの木に残っていた枯れ葉
が突風に吹き飛ばされて身体にあたります。まるで霰がぶつかるよ
うで痛かったです。
戸川林道に下りたところの新茅荘で甘酒をいただき、二週間も続
けた断山の欲求不満をなんとか解消してきました。
HBA01110、横浜のＯＳＫ

