
美しい有明山を望むペンション「小さな栗の木」　に東京か
ら合流の紅一点渡辺さん等の仕事仲間４人で前泊。二日
酔か仕事疲れか翌朝渡辺さんの体調が悪く一ノ沢をス
ローペースで登った。1,200ｍ登って15時過ぎに常念小屋
に着いた。山小屋とは言え男女の雑魚寝は気兼ねする。
頭と足を交互に寝た事はあるが鼻の先に足が来て具合が
悪い。今回も小屋は超満員で１畳当たりに２人、試しに足
を要に扇型に寝ようと提案したところ好評でいいアイディ
アだった。ツール・ド・モンブランで泊まった或る山小屋で
国籍は不明だが３０代と思しき女性が部屋で着替えたり、
ロープを張って下着を干していて目のやり場に困った。意
識し過ぎか。

で飽きずに眺めた。麦酒を飲みながらそれは忘れ難い至
福の時間だった。気ままにもう１泊とは行かないのがツ
アーの宿命だが、それにしても１泊では勿体ない。

北アルプスの山々からい
つも見えて気になってい
た大きな山塊が笠ヶ岳
だ。逆に笠ヶ岳からは当
然北アルプスの山々が
見えるはずだ。果たして
山頂からの展望はその
期待を裏切らなかった。
正に息を飲む３６０度の
大パノラマだ。山頂直下
「笠ヶ岳山荘」では空が
赤く黄昏て、山々のシル
エットがくっきり浮かび上
がるま

交通手段
往路：9/19　竹田から夜
行バスで新穂高温泉着

現地： 復路：9/21新穂高温泉
13：55⇒♨⇒22：00竹田

9/19 新穂高温泉7：00⇒13：00鏡平山荘＜標高差1,100ｍ＞

交通手段
往路：8/1新大阪12：00
⇒穂高

現地：ＴＡＸＩ 復路：ヒエ平ＴＡＸＩ⇒穂高
で♨⇒松本⇒京都

9/20 鏡平山荘6：00⇒13：25笠ヶ岳山荘　　　笠ヶ岳山頂

9/21 笠ヶ岳山荘5：30⇒笠新道経由⇒13：30新穂高温泉

コ
｜
ス

7/31 橋本氏、大谷君と新大阪12：00⇒穂高⇒ペンション 40
8/1 ヒエ平9：00⇒15：20常念小屋＜標高差1,206ｍ＞ 同時登頂 縦走登頂 弓折岳、抜戸岳

平成10年 平成21年

仕事仲間の渡辺和子氏
橋本氏と部下の大谷君

7/31ペンション
「小さな栗の木」

関西ツーリスト
単
独
複
数

ガ
イ
ド

ツ
ア
｜

笠ヶ岳
登頂年月日 山頂天候 山中宿泊小屋 登頂年月日 山頂天候 山中宿泊小屋

縁に何とかしがみ付いたが動くたびにズルズルと落ち、動
けないで居たが、数分後幸いにもツアーメイトが追いつい
くれた。「何してるんですか？」に真顔で「助けて」とストック
を差し出して引っ張り上げてもらった。若し雪面を滑落して
いたら１００メートル下の岩に激突していた。その後ストッ
クを２本使いにした。”４本足”になる便利な補助アイテム
も、場合によっては救命具になることも有るのだ。羅臼岳
では熊除けにカチカチ鳴らしながら歩いた。

涸沢からザイテン
グラードをたどっ
て奥穂山頂に
立った。快晴で最
高の眺めを満喫し
てから涸沢ヒュッ
テへの下りで、油
断したか右の斜
面に滑落し掛け
た。登山道の

7/17下諏訪、松本スピカイン泊。

往：7/17JR7/18
松本地鉄、バス

復：タクシー、JR
しなの、ひかり

1975.8.14中沢氏と西穂高岳に登頂 河内氏

山名 登頂順（別名）

常念岳 57 78/100

1998.8.2 8/1常念小屋 2009.9.20 9/19鏡平山荘
9/20笠ヶ岳山荘

現地ガイド

7/19
コ
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7/18

2,857

松本⇒11：15上高地西糸屋、散策、帝国ホテルスケッチ

6：20バスターミナル⇒１０：２０横尾10：48⇒15：30涸沢ヒュッテ

7/20 ヒュッテ6：40⇒8：54穂高山荘⇒11：00奥穂高岳山頂11：20⇒ヒュッテ

7/21 ヒュッテ7：30⇒10：20横尾ヒュッテ⇒上高地ＢＴ15：15⇒ＴＸＳＩで松本

小屋6：15⇒8：00　　常念山頂往復⇒14：30ヒエ平

木風舎

ガイド 人数橋谷晃、山田、宮川

山名 登頂順 標高M（別名）

1997.7.20 7/18上高地西糸屋
7/19涸沢ヒュッテ泊平成9年
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関連登頂

主催

1999.10.10女性ガイドと前穂高～奥穂高縦走～涸沢

メンバー メンバー メンバー

人数
２回目以降

18

主催
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51 52 63

年齢 年齢 年齢

55 23/100 3,190奥穂高岳
登頂年月日 山頂天候 山中宿泊小屋

2,89756 28/100

山番号 山番号 山番号山名 登頂順 標高M（別名）

２年後に遠

藤ガイド

（女性）の

上高地～

前穂高～

奥穂高～

涸沢～上

高地縦走

に３名が参





焼岳は大正池から上高地方向の”景色を俯瞰するために
登る山”でもある。明日登る乗鞍岳には学生時代、夜行バ
スで頂上手前まで登って御来光を仰いだ事が有る。有難
いやらあっけないやらだった。ロープウェイやリフトも使うと
何だか罪意識にかられるが、ピークハントだけが山登りで
はない、人それぞれの楽しみ方が有っていい。

冬のネイチャースキーやスノ―シューなど楽しい講習会に
も何回か参加している。またグルメ志向が有りがたい、美
味しいペンションを基本に、必ず土地の美味しい店にも案
内してくれる。しんどい登りより季節毎の自然とのふれあ
い、グルメなどで女性に人気がある。男女もそうだが幅広
い年齢層が参加する。今後は高齢者向けのゆるい企画に
期待したい。

山」を絵に描いた様な楽しい登山だった。後の1979年に続
く2014年の大噴火では58名が犠牲になった活火山だ。列
島活火山の国と思うべし。

10：00田ノ原⇒13：10頂上⇒18：40濁河♨

＜歩程8：40　9.1km　標高差登り867M、下り1,317＞主峰は南峰だが噴煙
が活発なので近寄れ
ず北峰に回った。木一
本生えていない荒々し
い山肌の焼岳は枯れ
木が立つ大正池のあ
の風情には欠かせな
い背景だ。年々さらに
その枯れ木が減ってき
ていて、以前家族で来
た時息子が登った岸辺
の枯れ木も今は見あた
らない。

木風舎の本業は阿佐ヶ
谷のスポーツ用品店、代
表の橋谷氏はＴＶで売
れっ子のガイド。旅行社
ではないので現地に近
い駅に集合するのが基
本、ついで登山や街歩き
も出できる。彰や家内も
参加している。山田ガイ
ドの夏のロングトレイル
で山友も増えた。

交通手段
往路：9/1JR夜行「アルプ
ス」2号、京都⇒木曽福
島

現地：9/2、4：50木曽福
島、バス⇒7：40田ノ原
9：00

復路：9/3濁河温泉⇒高
山、サイクリング⇒JR

9/1京都22：30発夜行列車で同
僚の二人と出発。愛用のキスリ
ングと嬉しいおニューの本格登
山靴、ニッカーズ、新宿高久のＴ
シャツの出で立ち。9/2快晴だ
が睡眠不足でキツイ登りだっ
た。頂上剣が峰を過ぎると可愛
いムーミンの様な「二ノ池」、月
面の様な「賽の河原」、飛騨頂
上を抜けて、その先は濁河温泉
迄の長い下り。9/3高山に寄っ
て市内をサイクリング。「青春登

縦走登頂 別々登頂縦走登頂
同時登頂百名山

コース
中の湯登山口8：20⇒13：30焼岳北峰14：00⇒17：30登山
口⇒7：30ペンション＜歩程8：30　標高差1,140ｍ＞

コース
畳平9：30⇒11：30剣ヶ峰12：15⇒13：30畳平⇒ペンション
解散⇒新島々⇒松本＜歩程4：00　標高差322ｍ＞

縦走登頂
コース
タイム

リーダー
山田、宮川 山田、宮川 9/2濁河♨。9/3高

山サイクリング～
帰阪

11 11
3

橋本君
山本君

同時登頂百名山
別々登頂 6/13乗鞍岳へ 同時登頂百名山

濁河温泉「岡田旅
館」（日本最高所の温泉）平成11年 昭和47年

2020/9/1夜行アルプス２
号で木曽福島へ

主催 主催木風舎 木風舎6/10東京、国立⇒松本東

急イン、6/11松本、深夜
集合、マイクロバス⇒「ペ
ンション小国」

乗鞍高原のペンションに２
泊、移動はマイクロバス単
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6/100 3,067焼岳 御嶽山
登頂年月日 山頂天候 山中宿泊小屋 登頂年月日 山頂天候 山中宿泊小屋年齢登頂年月日 山頂天候 山中宿泊小屋

59 33/100 3,026

主催

人数

山名 登頂順 標高M（別名） 山名

60
1999.6.12 「ペンション小国」
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別々登頂 6/12焼岳より

53 53 261999.6.13 「ペンション小国」
平成11年

1972.9.2 ☀

乗鞍岳
年齢 年齢

58 32/100 2,455

山番号 山番号 山番号山名 登頂順 標高M（別名） 登頂順 標高M（別名）
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