『やまふみ』７月号

山岳クラブ／グーテンターク（ドイツ語 こんにちは）

月

報

№224 2014 年（平成 26 年）７月６日発行山踏み
会
長 ／MT
事務局長 ／TK
ホームページ／http://guten-nagano.com/
編
集 ／ UR TT ST
印
刷 ／ 中央プリント株式会社

ヒナウスユキソウ（朝日連峰）

もくじ
山行報告(4/20～6/20)・・・・・・・・・・１～１０
来月担当者＆編集後記・・・・・・・・・・・・１１

★４月２０日(日) 越後 花旅 坂戸山 ＋ 六万騎山 （例会山行）
Ｌ：T 塚

SL：K 池

H M下 Y本 H岡 D原

長野を朝早く出てディスポート南魚沼にて現地組と合流。
7:00 ディスポート P 出発
今ｼｰｽﾞﾝの越後の花山行は、カタクリと桜の名所 六日町
の坂戸山と（坂戸城下は大河ドラマ「天地人」の直江兼続の
生誕地として有名？）現地ガイドﾞ？のM下さんに無理に(有
無を言わせずというか?)ｵﾏｹを付けてもらった六万騎山。
登山口(鳥坂神社)境内 P にはすでに(多分花見の？)多くの
車があり、神社横には綺麗なトイレも完備。
神社の右手を尾根に登る薬師尾根コースへと、向かう。
登り始めてす
ぐに桜が満開、
道は緩やかな公園
の園路を歩く気分、
両脇に置かれている
石の観音様を見なが
らの登り、時々振り
返り 見おろす様に
観る満開の桜はみご
となもの。眼下に六日町の町並みが見えてくると右手の真っ白な
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タムシバ
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苗場の山が霞に臨める。とは言ってもそれは戦国の山城桜並木が少なくなり始めるとすぐ大きな除草ﾏｯﾄ？を
敷き詰めた階段状の急登となり、満開の桜に事寄せて桜に囲まれてしばしの休み 極楽気分！！ 道脇のイワ
カガミ、イワウチワを眺めて一休み。
山麓の坂戸城跡(曲輪,空堀などの遺構のみ)から山頂へは、地元の方にとっては、上田-太郎山様なﾄﾚｯｷﾝｸﾞｺｰ
ｽで タムシバ、桜、ｶﾀｸﾘの中をﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ姿や空身で駈け登る人たちで賑やか。(花の中央にある「柱頭」のヒゲ
状の突起があるのは、コブシだそうです=H 岡さん調査)8:15 尾根ピーク 寺ヶ鼻ｺｰｽと合流後傾斜が緩くなり左
に折れるとすぐ頂上直下の鎖場の筈？が良く整備された階段を登ると山頂で、かなり広く、本丸があったことを
うかがわせる。
8:40 坂戸山山頂 山頂は南魚沼市街が一望でき、山頂広場には富
士権現を祭った社が、
さらに、東京スカイツリ
ーと同じ標高 634M とい
う事で、「東京スカイツ
リーと同じ高さです」と
いう看板がいくつも立
てられている。
9:00～9:40 大城（行動
食）山頂から小城、大城址へ向かうが結構な残雪。大城址からは、
上越国境の 苗場山、平標山、八海山、遠くの守門岳？など残雪の山々観れ、すぐ間近には、金城山が聳えて
巻機山への白い峰が一望。
10:00 坂戸山山頂(戻り) 下山には谷筋を下る城坂コースを、登りに比べあまり道は良くない！！ ﾏｱｰ！！
山道はこんなものか やや急な谷？斜面にﾂﾂﾞﾗ折の道が続
くが、上りに比べこちらのコースは、花の多さでは圧倒的で
イチゲ、エンゴサク、、、、ずっと下って、麓近くまでくると、残
雪の影響なのかカタクリやキクザキイチゲがちょうど良い状
態でした。坂戸城址付近はサクラとカタクリの競演が見事で、
特に麓の平らなエリア「家臣屋敷跡」はお花畑。下山時間を
気にしない山は最高!!と、写真班は大忙し。
ディス
ポート P
着 11:50 六万騎山登山口 P12:10→山頂 12:50→六万騎山
登山口 P13:20 地蔵尊-頂上-庚申塔の周遊
「カタクリは終わりかな」と思ったのだが、山頂付近はピー
ク。山頂の満開のｻｸﾗの下は ﾋﾟｸﾆｯｸ ﾗﾝﾁで大賑わい!
盛りは、イカリソウ、スミレ類、ツバキ、エンゴサク、木々の
芽吹き。 (´∀｀)
例のごとく お風呂 ロビーには何故かパンダの剥製が
ある。五十沢いかざわ温泉ゆもとかん
クマさん記
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★ 5 月 18 日(日) 大室鳶岩フリークライミング（個人山行）
L S 川、S 木、T 口
大室古墳館 P 12：00→鳶岩 12：10 フリークライミング 岩場 16:45→ 大室古墳館 P 17:00
ひまで困っていたのでお誘いを受けて喜んではせ参じた。古墳館の芝生広場はゴールデンウィークなどは
家族連れでごった返すそうな。天気は快晴でクライミングには暑いくらいだった。
ルート名・・・春が来い 5.9 無名ルート 5.9 新鬼太郎 5.8+ ドラゴンボール 5.10 ニューフェイス 5.9 アリンコ
5.7
S 川さんがリードで登りトップロープをかけてくれる。最初のルート
5.9「春よ来い」：何とか登ったが 正直な感想、これが 5.9！ 少なくと
も 10a はあるでしょう！ 他のコースも評価は辛め。 「足に乗り込め」
と指示を受ける。難しかったが 徐々に感じがつかめていくように思
った。3 人しかいないので順番がすぐ回ってくる、腕がパンプアップし
て今日は疲れるな（なんてことを言ってはいけない）。
ドラゴンボール 5.10 はとっつきから少し直上してすぐ左にそれ、それ
から右へトラバースしてほぼとっつきの上まで来てからまた登って
行かねばならない。そこが難しくて 2 回フォールしてしまった。さすが
佐々木さんは全然苦にしない。
ニューフェイス 5.9は登り始めてすぐのところにかってはすごくかかり
のいい出っ張りの岩があったそうだが、それが崩れてしまった由（今
でもその跡は色が周囲と違うのでくっきり残っている）。その分難しく
なったがグレードは以前のままらしい。
今回初めての体験：最後のアリンコでカムを使ってクラッククライミン
グをやらせていただいた。カムの使い方についてもあまり引きすぎた状態でセットしないよう志川さんが丁寧に
教えてくださる。お聞きするとたった一つのカムが 1 万円近くする由。同じサイズのカムを何個も、そしてもちろ
んいろいろなサイズで揃えないといけないのだから このくらいで軽く 20 万はいくなぁと思いながら、後進を育
てようとする意気込みを感じる。 自分もいつかこのくらい親身の指導ができたらいいなと思った。
T口 記

★５月２５日（日）９時～

岩登り講習会（物見の岩）

参加者：F 本、T 谷、S 川、D 原、K 林、T 口、H、H 岡、K 池、Y 本、K 岩、S 崎、S 谷
本日は山岳ガイドをやられている土屋さんを講師に、レスキュー講習が開かれた。ここのところ山での事故
は人事ではない私をはじめ、皆さんも真剣に暑い中練習に励んだ。
急斜面でけが人を降ろすロープワーク、引き上げるときの 1/2、1/3、などのロープワーク、どれもなかなか難
しく、何度も練習を繰り返しました。事故が起こらないようにすることが一番であるが、いざおきたときは慌てず
に対応できるように、皆さん練習しましょう。
ｂｙ S 谷
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★5 月 31 日(土)

大渚山

（例会山行）

L：K 池、SL：K 林、D 原、Y 本、T 井、S 谷、T 口
南長野運動公園 6：50→登山口 8：52→大渚山 11：21→登山口 14：15→南長野運動公園 16:30
待ち合わせがうまくいかず長野を 20 分遅れて出発、途中、白馬村役場で S 谷さんを拾って山道を延々と車で
走る。 登山口の手前で雪に阻まれ 広い場所に駐車をして登り始める。 標高は 1246ｍだ。
花はイワナシ・エンレイソウ・サンカヨウ・マイヅルソウが見られた。 1400.ｍから上はまだかなり雪があり、
アイゼンを持ってこなかった私はちょっと後悔した。 特に下りは持ってきたストックにかなり助けられた。
T口 記
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イワナシ（上） エンレイソウ（右）

★6 月 3 日（火）

青田南葉山

（個人山行）

L：Y 本、H 、T 口
南長野運動公園 6：30→登山口（南葉高原キャンプ場）8：19→青田南葉山 11：48→登山口 13：30→南長野運動
公園 18:20
南長野運動公園集合で道は浅川東条の方から坂中
トンネルを抜けていくと信濃町のインターの方へか
なりショートカットできるのね、知らなかった。
これ何だ？

キャンプ場に駐車して上り始めるが すぐにブヨが
多いことに気づく。そういえば先日の岩講で藤本さ
んが最近登った時 虫に悩まされたと言っていたな。
そのうちに頭上の木々から垂れ下がる毛虫が目に
つくようになってきた。林さんは虫が大嫌いだそうで
きゃあきゃあ言いながら先頭の湯本さんに「ちゃん
と掃ってよ」と指示を与える。

青田南葉山（難波の表記も）は 949ｍと高くはない
が知る人ぞ知る花の名山だそうだ。チゴユリ、ユ
キザサ、サンカヨウ、ナルコユリ、ミツバアケビ、
アズマイチゲ、タケシマラン、イワカガミ、ヒメモチ
と出てくるが お目当てのシラネアオイは山頂付
近でようやく盛りのものが少し見られた程度であ
った。
この山行はとにかく花を愛でながらゆっくりと歩い
た。帰途も１ｍに一匹の割合で毛虫をよけながら
だったが 楽しくおしゃべりをしながら歩けたのが
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よかった。
帰りは斐太歴史の里に寄って見ごろのササユリを鑑賞し 関温泉に入浴した。

★ 6 月 15 日（日）

大常木谷

田口 記

（例会山行）

L：T 島、S 谷、S 川、H 岡、T 井、T 口
南長野運動公園 4：00→松本合同庁舎→双葉 SA（スマート IC)→登山口 8：36→大常木谷遡上開始 9：12→トラ
バース開始地点 14：56→下降開始点 16：06→車デポ地点 20：45→南長野運動公園 1：00
長野組 4 名は S 川さんの車で南長野運動公園を出発、更埴 IC から松本合同庁舎で松本組と合流して双葉ス
マート IC から青梅街道（国道 411 号）経由で一之瀬林道に入る。
駐車してから一台を車デポに向かう。さあ、今日は沢講だ。私は巻機山のヌクビ沢を登った程度で沢靴やロ
ープを使った本格的な沢登りは初めてなので楽し
みにしている。往路３時間大常木谷（２級の沢）を上
り、そこからトラバースに入り１級の沢、竜バミ谷下
りで復路は合計２時間、と説明を受ける。
沢靴・スパッツ・ハーネスなどの装備を最初から付
けるようリーダーから指示がある。ここでとんでもな
いミスに気付く。今回、沢デビューで購入した沢用ハ
ーネスを忘れてきてしまった。仕方がないのでスリ
ングで腰と胸に簡易ハーネスを作って出発する。ベ
テラン組は防水のビニールに巻いた遡行図をゴム
ひもにかけてヘルメットにつけていますね。参考に
なります。また笛はいつでもすぐ吹けるよう これも
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ヘルメットに付けておく方がいいそうだ。
P から一旦 一之瀬川に降りるまでの下降は踏み跡をたどって垂直距離 120ｍほど。そこから入渓して大常
木谷との合流地点まで約 600ｍ。渡渉を繰り返すがけっこう流れが速い。両足を踏ん張っていれば流されること
はないのだが、片足を持ち上げた途端、流されて危険だ。なるべくすり足で行った方がいいと S 谷さんからのア
ドバイスがある。
合流地点からやっと大常木谷遡上が始まる。一之瀬川本流に比べると流量は少ないが、それでもかなりの水
量だ。フェルトの沢靴のおかげで川底の岩でもあまり滑らないのは心強い。 遡上開始から約 700ｍのところで
最初の滝を登る。レインウエアを着た方がい
いとの指示が S 谷さんからある。S 川さんに
ロープをかけていただきアセンダ-を使って
登るがレインウエアを着ているのに水しぶき
に上半身まで濡れる。
地形図ではよくわからないが小さなものも
含めると滝が 10 個くらい次から次へと続くの
ではないか、ほとんどは高巻きするがところ
どころ懸垂下降が必要なところもあり時間が
かかる。志川さんと杉谷さんがロープを出し
たりしまったりと大変な手間をかけてくれて
いる。

泳げ 杉谷さん

圧巻は 12：30 ごろのゴルジュとそれに続く
小滝だ。これは泳ぐしかない。リーダーが「誰か泳いでいってくれて女の子を引っ張ってほしい」と冗談を言った
ので、S さんがロープを付けて泳いで行き滝の上で確保の態勢を整える。
２番手は S 川さんであるが 張っ
てもらったロープに掴まらずわざわ
ざ自力で泳いで行かれました。 S
川さんがトップロープで登るなんて
考えられませんものね。
３番手は私だがなんとか最短時
間で進めるよう素直にそして必死
にロープを手繰る。帰路の竜バミ
谷にはまだ溶けていない雪のブロ
ックがあったことからわかるように
上半身が浸かるとまだ震えるほど
の冷たさなのだ。その先の滝は確
保してくれている S 谷さんには申し
杉谷さんと志川さんに確保され泳
訳ないが余裕がなくロープをゴボ
いだ後の小滝を登る花岡さん
ウで登らせてもらった。
その後も息の抜けない登りが続く。胸まで３回冷水に浸かった体はなかなか体温を回復しない。通常は冬山
でも登っていれば手足はともかく体は寒さを感じないものだが、ファイントラックの沢用のドライレイヤーを着用
していても 震えが止まらず このままでは低体温症になりかえって迷惑をかけると思い、申告したところ S 谷さ
んが沢用の濡れても保温する防寒着を貸していただいた。もちろんこまめにアミノバイタルや行動食をとってい
７

『やまふみ』７月号
る。その後は上半身が濡れるようなことはなく、やっと体が温まってきたところで 冷えたせいか、左ひざが痛く
なってきた。 本当に申し訳ないのだが我慢できなくなってきて これもいよいよだめになったらかえって迷惑を
かけると思い、申告して水と食料以外の荷物は分けて持っていただいたが 先行者についていけず遅れ始め
る。やっと６時間あまりを要してトラバース開始地点に到着する。 「これが初級者用の沢講なのね」と冗談が飛
ぶ。
少し休んでトラバース道を歩き始めると、休んだせいと 道が少し平坦なためか、膝の痛みは和らいでいる。
リーダーからはトラバースが１時間、沢の下りが１時間であと２時間くらいと言われた。この分だとなんとか頑張
れるか。トラバース道の途中で S 谷さんから ここを降りて行った方が行程が短縮できるとの提案があり地形
図・GPS を照合した結果 それで行こうと決定した。斜面を降り始めると膝の痛みがまた強くなってきた。なるべ
く木や岩につかまり上半身を使って膝への負担を緩和しようとするが踏ん張りがきかず 何回も転倒する。S 川
さんがスリングを体の後ろに付けてサポートしてくれる。スピードが出ずに行程に支障を与え申し訳ない。いよ
いよ沢下りが始まる。こちらもなかなかの沢で懸垂下降あり、先の見えない高巻きあり、何回もロープを出す難
路で 自分にはよくわからないが１級には思えない。懸垂下降などの際には私は２番手で行かせてもらい、そ
の後は自分で責任のとれるところまで先行しておこうと努めた。
日没は 19：01 だった。早めにヘッデンを装着したが、電池が消耗しているらしく、明かりが弱い。これも日ごろ
からの心がけの悪さで申し訳ない。暗い中での沢下りは非常に神経を使う。リーダーの差し出す腕に見栄も外
聞もなく掴まらせてもらう。
この GPS 軌跡は電波状態の悪い
谷間のため不正確な部分がある。

最後まで劇場は盛り上がった。竜バミ谷が一之瀬川に合流する地点から一旦 一之瀬川を下ったものの車道
のある右岸は崖続きで登れないと判断、一旦合流地点に戻り 一之瀬川の左岸を上り、そこから対岸にある車
道（デポ地点からすぐ）を目指すこととした。
高巻きをしてその目標地点に到達はしたものの そこから一之瀬川に降りることができないとのこと。 だか
らもう一度 引き返した地点まで戻り、さらに下って地形図の崖が少し切れたところから登ろうという意見が出た。
それに対して そうすれば戻れることは確実なのか、今ここまで来たのだから 暗くてよく見えない中で一之瀬
川まで下れないと判断してしまっていいのか、少なくとも実地見分すべきではないかとの意見も。 結局 S 谷さ
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んが偵察に行っていただき、OK の合図の笛になんと安堵したことか。
対岸に渡って道路まではせいぜい 20ｍほどのあっけない上りだった。デポ車に到着したときにみなさんが
口々におっしゃったことは「今日はビバーク覚悟したよ」。
本当にいろいろと勉強になった沢講であった。自分の頑張りがきかずに行程の遅延をもたらし申し訳ない気
持ちでいっぱいだがみなさんのサポートでなんとか帰還できたことに深く感謝したい。山をやっていれば多少
の故障はつきものだが今回も必ず復活してまた山行復帰を誓っている。帰りは温泉をあきらめ、ラーメンを食べ
て深夜の帰宅となった。
T口 記

★6 月 19 日(木)～20 日(金)

尾瀬＆燧ヶ岳 (個人山行)

Y本
6 月 19 日 曇りのち雨
5:35 尾瀬御池→7:00 うらひうち橋→8:00 トガウシショウマ観賞→9:00 見晴→10:40 沼尻→11:30 尾瀬沼
6 月 20 日 曇りのち雨
5::20 尾瀬沼→5:35 長英新道分岐→6:55 ｽﾉｰﾎﾞｰﾄﾃﾞﾎﾟ場→8:25 俎嵓→9:40 熊沢田代→11:10 尾瀬御池
当初 4 人の予定が一人欠け、二人欠けして最後に一人。ト
ガクシショウマを観ることも今回の目的の一つ「今でしょ！」と
単独で決行。18 日、特に用事も無い（私感）ので早めに家を
出る。高速道路の割引が無くなったので、下道を十日町・小
出･田子倉湖に向かうが信号が少なく快適。結果、檜枝岐村
の七入オートキャンプ場で泊まることに。夜、雨の予報のた
め車中泊、朝フロントガラス等が結露でビショビショ。

6 月 19 日
天気が思
わしく無いので早めに行動することにして前泊場所を出発。
御池までは若干道幅が狭くなるものの通常の道路環境。新
潟県側は雪崩等の虞のため通行止めになっていた。ルート
を教えてくれた手塚さんに感謝。
御池の駐車場を出発、2 人の先行者が燧ヶ岳方面に向かっ
たため一
人旅。木
道は前
夜の雨
により更に滑りやすく注意をするものの足を取られること
が何度か。
トガクシショウマのある所を特定出来ず来たため、周囲
に注意をしつつ歩く。急峻な土の法面に 10 株程のトガクシ
ショウマを発見。花の咲き具合から今が正に見所と感じる。
鑑賞後、暫く行くとこの花を観るために宮崎から来たという
10 数名の一団と出会う。いつまであの場所で観られるの
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か、不安を感じつつ湿原の花々を観ながら宿泊地を目指した。
6 月 20 日
昨日より天気が良い予報のはずが、気圧変化のグラフは低い側に張り付いている。霧の中予定より早く出発、
長英新道分岐から登山道に入る。途中残雪箇所があるもののアイゼンを使用せず歩みを進める。1800m 付近
から勾配がきつくなるが、木製の梯子などが整備されている。途中、木にスノーボードが結わえ付けられた。
更に標高が上がるに付け風も強くなり、気温が低下したためアウターを着る。俎嵓頂上に到達するも周囲は灰
色一色、即御池に向かい下山開始。往路より雪が多い感じ、約 250m の雪渓下りは、軽アイゼンを使用。登山
道は往路の様に整備されていないため靴を泥だらけにして下山。
駐車場を出るため駐車券を入れると 1,000 円の表示、昨夜泊まった小屋から貰ったメタルを投入すると料金。
ゼロになりゲートが開いた。鳩待との違いにガクゼン。

ヒメサユリ

ベニバナイチヤクソウ

シラネアオイ

１０

『やまふみ』７月号

＊ 編集後記＊
STAP 細胞が世間を騒がせているが最近テレビでもっとすごい人がいた事を知った。
それは超電導のことだ。当時はマイナス 250°くらいで超電導が起こるらしいがなんとマイナス 150°くらいで
起きる材料を見つけたと発表したドイツ人がいて世界の科学者が騙されてしまったとのこと。いとも簡単にえら
い先生方騙されてしまったのだから驚いてしまう。ところで山の世界でそういうことはあるのだろうか考えてしま
った。昔むかしに秋に西岳 P3 陵を第２登したと言ったら信じてもらえるだろうか。 ／ゾラ

DMM 英会話というのを始めた。一日 25 分を毎日やって月会費が 3000 円足らずだ。相手はフィリピン、そして
ボスニア・セルビアなどの東欧の人が多い。SKYPE を使うので通信費はタダ。英語の練習にとどまらず、世界
が広がってとても楽しみになっている。
／エリパパ
サッカーは興味ない私でもそれなりに楽しんだワールドカップ。元々強いがホーム同然の南米・中米が他地域
を圧倒。ヨーロッパの強豪が軒並み敗退したのが淋しい。便乗番組も多く、おかげで南米・中米の国のことが少
しだけわかるようになりました。
／とっこ
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