雪稜通信

第 567 号 2019/5/7 発行 43 部 横浜雪稜会 ahamstar910@gmail.com
※参加費用（宿泊＋バーベキュー）
：5000 円前後

１．山行計画
5 月例会山行

滝子山

5 月 12 日（日）(吉田)
荒島岳・乗鞍岳

集合：笹子駅 9 時

参加者：吉田
野間

前田亨

芳賀

6/22：ほおのき駐車場⇒剣ケ峰⇒ほおのき駐車場

（6 時間 50 分）

加賀屋

石井

鈴木

池田茂

一之瀬

武石

三成

中島

岡村

(池田茂)

コース：6/21：ｶﾄﾞﾊﾗｽｷｰ場跡⇒荒島岳⇒ｶﾄﾞﾊﾗｽｷｰ場跡

コース：笹子駅－南陵－滝子山－大谷ケ丸分岐－
道証地蔵－笹子駅

6/21(金)～23(日)

参加者：池田敏(単独)
尾瀬(鳩待峠より、至仏山・尾瀬ヶ原等参加者により決定)

韓国岳・開聞岳

5 月 17 日(木)～18 日(日)

7/上旬(天気予報により 1 週間前に決定)

(池田茂)

1 泊～2 泊

コース：5/17：大浪池登山口⇒韓国岳⇒大浪池登山口
5/18：二合目登山口⇒開聞岳⇒二合目登山口

利尻岳・礼文島

7/26(金)～7/30(火)

(石井)

コース：7/26：羽田発 10:00 の ANA059 で千歳着 11:35 。

参加者：池田茂(単独)

千歳発 12:55 の ANA4929 で 13:45 利尻空港着。
5 月平日山行

仏果山～経ヶ岳

旅館雪国(\8500/泊～\10000/泊)に 3 泊。

5 月 22 日（水）
（石井）

7/27：利尻岳登山（悪天候の場合は礼文島トレッキング）

集合：小田急線本厚木駅北口 7 時 30 分（横浜駅 6:38

7/28：予備日

→7:11 海老名 7:21→7:25 本厚木駅）
コース：7:40 発のバスで仏果山登山口(宮ケ瀬湖側)へ

7/29：鴛泊 9:20 発のフェリーで礼文島香深(10:05 着)

長距離コース：⇒高取山⇒仏果山⇒経ヶ岳⇒半僧坊前

に渡り、岬めぐりコース・トレッキング。
民宿やざわ(\10500～\11000)泊。

(4 時間 20 分) バスで本厚木駅に戻る

7/30：8:45 発のフェリーで稚内(10:40 着)へ。

短時間コース：⇒仏果山⇒土山峠 (2 時間 35 分)

稚内空港発 15:35 の ANA574 で羽田着 17:30。

バスで本厚木駅に戻る
参加者：吉田

前田亨

佐藤文

石井

中島

吉江

参加者：前田亨

大沢

砂川秀

石井

石坂
雪稜祭

6 月 1 日(土)～2 日(日) 世附川ロッジ (吉田)

コース①：大野山～丹沢湖コース

(4 時間 30 分)

聖岳～光岳

8/13：茶臼小屋⇒光岳⇒茶臼小屋(泊) (10 時間 50 分)
鈴木

一之瀬

8/14：茶臼小屋⇒畑薙第一ダム

芳賀

参加者：前田亨
原田晴

戸塚駅 12:00 集合
三浦

(6 時間 5 分）

14:25 →17:50 静岡駅→新横浜駅

岡村

コース③：車での買い出し直行（前田亨、武石、砂川）
参加者：前田亨

（一之瀬）

(8 時間 55 分)

車、細川橋下車(9:20)
池田茂

8/10(日)～14(水)

8/12：聖平小屋⇒奥聖岳⇒聖平小屋⇒茶臼小屋(泊)

8:25 発西丹沢行バスの乗

佐藤文

吉江

(泊) (6 時間 10 分)

佐野

コース②：二本杉峠～ミツバ岳コース（3 時間 50 分）

参加者：加賀屋

砂川朝

8/11：椹島ロッジ 6:30→6:40 聖沢登山口⇒聖平小屋

石井

新松田駅 8:10 集合

池田茂

薙第一ダム 14:20→15:30 椹島ロッジ(泊)

国府津 7:47⇒8:19 谷峨）
野間

芳賀

コース：8/10 新横浜駅 8:21→9:03 静岡駅 9:50→13:15 畑

御殿場線谷峨駅 8:20 集合（横浜 6:52⇒7:37
参加者：吉田

一之瀬

武石

砂川

コース④：バスでロッジ直行
新松田駅 14:15 集合（横浜駅 13:00⇒13:25
海老名 13:35⇒14:09 新松田）
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加賀屋

一之瀬

武石

石井

池田茂

栂海新道（白馬岳～親不知）9/5(木)夜行～ 9(月)（石井） （金太郎）が初対面したという「頼光対面の滝」の案内があ
コース：9/5：バスタ新宿 23:05→(ｱﾙﾋﾟｺ5517)→
9/6：→5:44 白馬八方 BT 6:40→猿倉⇒白馬山荘

緩やかな登りが続くのでここで衣類を調節。
川から離れてしばらく歩くと舗装道路に出た。このあたり

(5 時間 35 分)

からマメザクラや山桜が目を楽しませてくれる。２０分ほど

9/7：白馬山荘⇒白馬岳⇒朝日岳小屋(泊)

道路を歩くと足柄峠に到着し、笛吹塚で休憩。早くも下山し

(6 時間 35 分)
9/8：朝日岳小屋⇒栂海山荘

てくる人たちとすれ違いながら広く緩やかな林道を歩き、猪

(7 時間)

9/9：栂海山荘⇒親不知⇒糸魚川→横浜 (9 時間)
参加者:(下り)吉田

る、その先には川が滝状に流れている「調子の滝」があり、

大沢

武石

野間

石井

鼻砦では仙石原パーティーとの時間調整もあるのでプチお
昼とする。少し雲があるが富士山がよく見える。アルミ梯子
の続く急登をいくつか過ぎると頂上まであと１０分の標識

(登り)前田亨

9/5(木)夜行～ 9/8(日) があり、ひと頑張りで山頂へ着く。

白馬岳～白馬大池～蓮華温泉

このコースは駅から金時山に登れるルートで距離は長い

コース：9/5 と 9/6：栂海新道と同じ行程

がほとんどが緩やかな登りであり、歩く人も少ないので静か

9/7：白馬山荘⇒白馬大池⇒蓮華温泉(泊)

な山歩きが出来るルートである。交通トラブルで予定より大

(4 時間 5 分)

幅に遅れてしまった仙石原からの先発、後発のメンバーと合

9/8：蓮華温泉→平岩→横浜

流し全員で写真撮影後、足柄駅方面と仙石原方面に分かれて

参加者：中島

下山。
２．山行報告

4 月 21 日(日)

金時山（登りは足柄駅からと矢倉沢峠
からの２コース、下りも足柄駅へと
公時神社へとの 2 コースで実施）

全参加者：吉田 前田 加賀屋 鈴木 佐藤文
一之瀬 武石 瀧

角田

芳賀

石井

砂川朝

池田茂 田中 寺内 高橋あ 三成 中島
砂川秀 (OG)
足柄駅からの登り
参加者：吉田

加賀屋

鈴木

角田

コースタイム：足柄駅９:３０―金時山１３:００
(金時山山頂で全員集合)

御殿場線の松田駅のホームで平塚駅での事故のアナウ
ンスを聞く、新会員も含め多数の参加者がいることに加
えコースが二つに分かれているので連絡を取り合うのが

下り：参加者：吉田

大変だと考える。加賀屋、鈴木さんもホームに来たので
予定通りの電車で足柄駅に向かうことにする。足柄駅で

原を目指すことを知らされる。

一之瀬

石井

砂川朝

寺内

砂川秀
コース：金時山１５時１５分－公時神社－太郎平バス停

一本前の電車で来た角田さんと合流した。石井さんから
何度かメールがあり、他のメンバーは小田原駅から仙石

前田

１７:３６発－箱根湯本駅
足柄駅に下山するパーティーと別れ、人気の少なくなった
山頂を後に公時神社に向け下山を開始する。一之瀬さんが先

足柄駅を９時３０分に出発する旨をメールして、出発。 頭で、前田さん、石井さんが寺内さんを見守りながらゆっく
ほかに登山者の姿はない。住宅街を抜けると地蔵堂川に

りしたペースでも確実に高度を下げていく。足柄駅パーティ

沿った未舗装の林道となる。テレビでパワースポットと

ーの芳賀さんから駅まで全員下山したとの連絡が入った。こ

して紹介されていた嶽之下宮に立ち寄る。朱色の橋と辺

の下山路は山頂から仙石原がよく見えるので近い感じを受

りの雰囲気が神秘的な感じを受ける。源頼光と坂田公時

けるが、標高差が６００ｍ近いので以外に長く感じる。
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途中にいくつかある金太郎ゆかりの奇岩に注連縄が張
られていて、坂田公時を祭った神聖な場所であることが

ヒュッテ着。16 時 30 分、朝甲府を発った前田さんもヒュッ
テ着。ヒュッテ別館に男女別三人ずつで泊まれた。

分かる。箱根裏街道と呼ばれる１３８号線からの車の音

17 時 30 分夕食 。夕食後石井さんが皆にドリップコーヒ

が聞こえるとすぐ道路である。山行の最後に幸運に恵ま

ーを入れてくれました。とてもいい香りで美味しくいただき

れ、１日２便しかない御殿場アウトレット発箱根湯本行

ました。

のバスに太郎平のバス停からグッドタイミングで乗るこ

5 月 3 日：6 時 40 分アイゼンを着けて、角田さんを除く

とが出来た。

5 人で出発。雪の北穂沢を登る。

今日の山行は電車事故によって行動予定が大幅に狂っ
てしまい、会の山行にはじめて参加された新会員の皆さ
んには大変気の毒に思いました。それでもこの時間に全
員が下山出来たのは石井会長がトラブルに適切に対処し
てくれたおかげだと感謝しています。
（記録：吉田、写真：佐藤文）
《北穂沢から北穂へのルート》

5 月 1 日～4 日

涸沢・北穂高岳

参加者：前田亨

大沢

一之瀬

野間

《奥穂をバックに出発》

傾斜もきつく、重いアイゼンを履いているので、思うように
角田

石井

コースタイム：
5/2 上高地 BT6:10⇒7:05 明神 7:15⇒8:10
徳沢 8:20⇒9:35 横尾 9:50⇒12:20 本谷出会 13:00

進めない。前田さんと石井さんに歩き方や滑りはじめた時の
ピッケルを使った止まり方など教えてもらいながら、少しず
つ進んで行く。

⇒16:10 涸沢ヒュッテ
5/3：涸沢ヒュッテ 6:40⇒10:50 北穂高岳 11:15⇒14:15
涸沢ヒュッテ
5/4：涸沢ヒュッテ 6:55⇒8:30 本谷出会 8:55⇒10:50
横尾 11:15⇒12:10 徳沢 12:30⇒13:30 嘉門次小屋
14:45⇒15:45 河童橋
5 月 1 日：バスタ新宿 22 時 25 分発アルピコ交通さわや
か信州号に乗車。一路上高地へ。前田さんは間に合わず、
中央線で甲府へ(泊)

《北穂沢を松濤のコル目指して登る》

《涸沢ﾋｭｯﾃとﾃﾝﾄ村は遥か下》

10 時 50 分北穂頂上。奥穂から南西方向に馬の背、ろばの

5 月 2 日：バスは上高地ＢＴに 5 時 20 分着。朝食をとり、 耳、ジャンダルムの稜線が。振り返ると槍ヶ岳、笠ヶ岳、後
リーダー石井さんの（スタートだ)の声で 6:10 出発。
6 時 15 分河童橋着。7 時 05 分明神池着。明神岳最南峰

立山連峰の双耳峰鹿島槍が雲ひとつない青空にくっきりと
浮かんで見えた。360 度の素晴らしい絶景に登って来る時の

(第五峰)がくっきり見える。太陽も出て、風が心地よい。 苦しさが吹き飛んだ。
8 時 10 分徳沢着。雪の前穗が見えてきた。河原に残っ
た雪と澄んだ流れの梓川を見ながら進む。
9 時 50 分横尾大橋を渡ると雪道になる。10 時 30 分ア
イゼンを着ける。親切で、かわいい山ガールが手伝って
くれました。
12 時 15 分昼食。気づかずに本谷橋を通過していた。
冬は橋を渡らずに直登の道だった。途中、トレースの横
の穴に角田さんが落ち、左足が抜けない状態になった。
石井さんが手で雪を掘り出して助け出した。
14 時 20 分奥穂からつり尾根が青空にくっきり見える。
14 時 50 分涸沢岳、涸沢槍が見えてきた。16 時 10 分涸沢

《槍をバックに北穂頂上。前穂～奥穂、笠、薬師、鹿島槍等 360°の展望》
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10 時 50 分横尾大橋着。明神、前穂、屏風の頭がよく
見える。角田さんは横尾山荘にもう一泊するので、ここから
は 5 人で出発する。
12 時 10 分徳沢着バスの発車時間が 15 時の一之瀬、大沢
は先に出る。
15 時 15 分明神池着。私達は先に出たのに、ほとんど同じ
《北穂頂上直下松濤のコルにて》 《慎重に北穂沢を下るが小滑落!》

時間に三人も到着。岩魚と蕎麦を食べに嘉門次小屋に行く三

11 時 05 分下山開始。慎重に降り始めたが、足がすく

人と別れ、バスターミナルに急ぐ。岩魚や麦食べたかった！

み、怖い。5ﾒｰﾄﾙから 20ﾒｰﾄﾙくらい女子三人滑り落ち始

14 時 30 分上高地バスターミナル着。15 時 00 分発の新宿

める。前田さんと石井さんに止めてもらう。私が転んで

行きのバスに乗る。

滑っていた時に［ダメだよ。シリセードはトレースが消

色々想定外の事がありましたが、前田さん、リーダーの石

えるから!］と横を降りていた男性に怒られて、少し落ち

井さんのおかげで全員無事に下山できました。３日間素晴ら

込んでいたら、若い男性が［トレースがないくらいで登

しい晴天で、写真やポスターで見ていたような景色を見られ

れないなら登らないほうがいいよね。
］と言ってくれまし

ました。雪山に慣れたお二人がいらしたので、素晴らしい体

た。心優しい、見た目もかっこいい山男もいるんですね。 験ができました。私にとっては、初めての雪山でした。一生
14 時 15 分ヒュッテ着。15 時から下山祝い。ビールで乾

忘れられないと思います。
(記録：大沢、写真：前田亨、石井)

杯して楽しいお話しで大いに盛り上がりました。

5 月 2 日(水)

足柄三山（矢倉岳・金時山・明神ケ岳）

参加者：吉田（単独）

天候：曇り、小雨、晴

コースタイム：矢倉沢 6:00―矢倉岳 7:10－足柄峠 8:15－金
時山９:35、9:45－矢倉沢峠 10:12－明神ケ岳 11:54、
12:14－明星ケ岳 13:10－塔ノ峰 14:26、14:31－箱根湯
本駅 15:25
詳細記録は最終頁に掲載。
３．新会員募集
4 月 12 日(金)及び 4 月 14 日(日)に会員募集の説明会を各々
《登下降した北穂沢と鯉のぼりをバックに乾杯》

予定を変更してヒュッテにもう一泊して、明日横尾に
降りる事になりました。今日は混んでいて、6 人で 4 枚

１時間開催し、12 日に 6 名、14 日に 25 名の方の参加があり
ました。4 月末現在、下記の 18 名の方が新規加入しました。
（敬称略）

の布団に寝る事になりました。
5 月 4 日：7 時に写真を撮って出発。
8 時 05 分南岳の先が見えた。ピッケルでの滑落停止を

岡村良雄、中島あずさ、吉江明美、佐野雄之介、荒井美津子
石坂万葉、三成幸子、石渡千尋、原田晴義、原田尚代、

自主練しながら、降りる。サクッサクッとアイゼンで雪

前野留美、嵐明美、寺内光子、堀一美、高橋あけみ、

の上を歩く音が耳に心地よい。

高江洲春子、高江洲百合子、田中久子
４．その他
昨年 12 月末で退会された飯田譲さんから¥10,000 の謝礼を
いただきました。

《吊尾根をバックに涸沢を下る》

《本番の後の滑落停止の自主練》
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集会記録

（一之瀬） ・新会員参加のため、B コース（矢倉沢峠）設定。東海道線

4 月 12 日（金）18：00～20：00

参加者：吉田、前田、鈴木、大沢、加賀谷、佐藤文、
一之瀬、三浦、武石、野間、角田、芳賀、石井、

更。連絡を取り合うため、グループラインの必要を感じた。

池田茂

登山口 12：00 スタートとなった。2 班に分けた。13：00

（14 名）

山頂に着いた班は、足柄峠組と合流。下山は、足柄峠コー

１．山行報告
①

事故による運休のため、東海道線利用者は B コースに変

中央アルプス
雪稜通信

3/27（水）～28（木）

（石井）

スを下った。14：30 山頂に着いた班は、昼食後、下山。
金時神社 17：35（1 日 2 本）の湯本行きバスに乗り、湯本

掲載済み

２．山行計画

から帰路に着いた。
・ 12 時から登ったので、途中エネルギー切れを起こした。

※最新情報を前記している為、省略。
３．会員募集

山頂で昼食を摂ったら回復した。足柄峠の下山は長丁場だ

・問い合わせ状況
・説明会参加

連絡 24 名

4/12 6 名

ったが、豆桜、山桜が見頃で楽しめた。
4/14 14 名

２．山行計画

４．年会費の家族割の決定
・同居の場合

家族割適用

※最新情報を前記している為、省略。
2 人目：3,000 円

３．新会員紹介

５．2019 年度の担当の確認

・ 10 名の新会員が自己紹介

６．その他

４．登山教室

（前田）

・集会は、できるだけ参加、欠席の場合は連絡ほしい。 ・基本装備について、実物を見せながら説明。
ザッグの大きさ、パッキングの仕方、必要な装備
入会説明会 1

19：00～20：00

・会の進行・司会（石井）
、
・活動の紹介

参加者：6 名

挨拶（前田）

（帽子、ヘルメット、サングラス、アイゼン、雨具他）登山
時の服装など

（一之瀬）

・丹沢・箱根の山々、雪山について

（吉田、石井）

次回以降の集会日

・質疑応答、アンケート記入
入会説明会 2

・会の進行・司会（石井）
、
・活動の紹介

挨拶（前田）

６月３日（月）

３０２号室

18:00～20:00

６月１７日（月）３０２号室

18:00～20:00

７月８日（月）

３０６号室

18:00～20:00

７月２２日（月）３０６号室

18:00～20:00

８月５日（月）

３０３号室

18:00～20:00

８月１９日（月）３０３号室

18:00～20:00

９月１０日（火）３０２号室

18:00～20:00

９月２８日（土）３０６号室

18:00～20:00

・

（一之瀬）

・丹沢・箱根の山々、雪山について
・安全な登山

18:00～20:00

4/14（日）12：30～13：30 参加者:25 名

５月２０日（月）３０３号室

（吉田、石井）

道迷い、水分補給、滑落防止（前田）

・質疑応答、アンケート記入
集会記録

4 月 26 日（金）18：00～20：00 （一之瀬）

出席者：吉田、前田亨、加賀谷、鈴木、佐藤文、一之瀬、 以上
武石、野間、角田、芳賀、石井、池田茂、岡村、
荒井、寺内、原田晴、石坂、石渡、中島、田中、
佐野、吉江

（22 名）

１．山行報告
① 金時山

4/21（日）

（吉田・石井・佐藤文）

・足柄駅に集合できた 4 人で出発。緩やかな登りで足柄
峠に着いた。金時山直下の登りで休憩した後、山頂に
13：00 に着き、仙石チームと合流した。
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