ど！」１７時に終了し食事
の１８時までは自由時間と
なる。
ホテルはお風呂があり
観光旅行の気分。食事が
またまた豪華版。食前酒
に始まり先付け、御造里、
焚き合せ、焼き物、台物
（牛ヒレの陶板焼き）、強
肴、山菜御飯、留め椀、
香の物、水菓子の品揃え
しらび平

でした。大満足！！。２
１時の消灯まで賑わって

景にただ息を飲むばかり！
３時間ほど慣れ親しんだあ
と遅いお昼を頂く。筆者は
ホテルのレストランにて午
後の部の為カツカレーを頂
く。昼食後は午前中より勾
配のきつい所にて右上トラ
バースの訓練、ロープにカ
ラビナの装着、エイト環を
付けての急降下急な下りで
のかかとを入れての降り方
の訓練を受けました。筆者
にとっては今までにない訓
練でした。「あーあ、しん

練習の成果か？うまいぞ！

雪上訓練実践編
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春山Ⅰ 木曾駒ヶ岳

のカールにて雪の感触を味わう。そそ
り立つモンスターのようなカールの絶

黒羽山の会
平成２８年５月１４日
（土）～１５日（日）に
掛けて一泊二日の日程で
木曾駒ヶ岳（２，９５６
ｍ）に行って来ました。
野 崎 を 定 刻 ５時 に 伊 藤車 、
荒 木 車 に 分 乗し 出 発 する 。
総 勢 １ ３ 名 の参 加 者 です 。
黒羽御用達の東部湯の丸
ＳＡにて朝食を摂り一路
菅の台に向かう。天候も
そこそこの良さでまず心
配なし。
計画どうり菅の台より
バスにてしらび平に。共
通乗車券の中央アルプス
駒ヶ岳ロープウェイにて
千畳敷駅に到着。９５０
ｍの標高差を８分で一ッ飛び。雪解け
の滝が流れ落ちる様は絶景である。駅
舎の隣のホテル千畳敷に荷物を置かせ
ていただく。アイゼン装着のあと雪原
朝日に輝く千畳敷カールと宝剣岳

ホテル千畳敷はロープウェイ駅の隣でした

いる部屋もありました。
翌１５日天気も上々、
ご来光をみに外に出る。
鉄塔などがあり撮影には
ちょっとまずいロケーシ
ョンであった。
早出の為、食堂にてお
弁当を頂く。これまた豪
華である。三種類のおに
ぎりとフルコースのおか
ず！バスケット風の箱入
りでした。６時、身支度
のあと記念撮影。昨日の

豪勢な夕食でした

今年デビューのサーちゃんです

よろしくお願いしま～す！

結構な勾配の雪渓です

カールを登ると

北岳 間の岳 農鳥岳 富士山

仙丈ヶ岳

甲斐駒ヶ岳

鋸岳

日の出前、ホテルの前から南アルプス連峰を眺める
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カールの少し右を登る。反り返るような急傾
斜をひたすら登る。カールを登りきった鞍部
に宝剣山荘あり。通過し中岳（２，９２５ｍ）
を登る。この一体の山の石は白御影、と桜御
影の石が多い。桜御影はほんのりと色が付い
ていた。急な雪渓を登りきると駒ヶ岳の奥社
が鎮座していた。はるか遠く雲海の中、左手
に御嶽山、右手に乗鞍岳が望まれ、まさに中
央アルプス、北アルプスと南アルプスが見渡
せた。

今回初めての記念撮影

朝食代わりのお弁当もこのとおり

来た登山道を戻り、宝剣山荘
にて宝剣岳登頂組と待機組に分
かれる。
途中ピッケルを置き、ザック
を置き鎖場を通過しひたすら登
る。スリリングなことこの上な
し。一年ぶりの体験である。鎖
が新しく太くて安心。頂上の宝
剣の上に山の会のオコジョが張
り付いている。「南無阿弥陀仏・

木曽駒ヶ岳（△2,956m）山頂にて

宝剣岳山頂に黒羽のオコジョ現わる

南無阿弥陀仏」頂
上の岩を背になま
いきな（筆者）写
真撮る。満足。参
加出来た事に感
謝！４ ５分の 往復。
全員で朝来たカー
ルを戻る。急勾配
な為３パーテイに
分けて ザイル 使用。
筆者準備不足によ

りアイゼン装着に難あり。
大いに反省する。最後の組
１１時２０分にホテル千畳
敷に戻る。荷物をまとめロ

こんな岩場も何のその

ープウェイの発車まで名残を惜しみティタイム。歩くことが困
難になってもお花畑は見られるわね！の声。１２時２０分のロ

大野さん！

お帰りなさ～い！ 2-3

雲海に浮かぶ御嶽山（噴煙が見える）
宝剣山荘の前から眺める宝剣岳

こちらは少し重めのレキジョ。

ープウェイにてしらび平に戻
る。今回の山行はホテルに荷
物が置けて軽量にて登れたこ
と、お風呂があったこと、食
事が良かったこと、食事がホ
テルでも食べられたこと、な
によりも風もなく天候に恵ま
れたことに尽きます。素晴ら
しい山でした。がコースは違
うが大正２年８月におきた学
校登山の遭難事件は「聖職の
碑」として小説にもなった悲
しい山でもある。山は悪天候
とアクシデントにより想像出
来ない事故を招くことを肝に命じる必要があると感じました。
帰路は恒例の温泉に入り山での
汗を流し下界の人となる。一度休
息をとる。関越自動車道のハイウ
エイオアシスラララン藤岡で一息。
１９時を過ぎるかと思ったが１８
時４０分野崎に戻る。運転の皆様
お疲れ様でした。安全運転に感謝
致します。筆者の乗った車の皆様
うるさくて御免なさい。一年ぶり
の反動が出てしまいました。夏山
合宿が待ちどうしいです。宜しく
お願い致します。（大野 ミエ 記）

雪渓をヒップそりで下る会員も

まずはバスに乗ります
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ロープウェイは満員でした

と き
ところ
てんき
あ し

平成 28 年 5 月 14 日（土）～15 日（日）
木曽駒ヶ岳（△2,956m） 長野県駒ヶ根市
2 日間とも晴れ
荒木車、伊藤車

参加者

海津（CL）、植竹（SL）、鐘ヶ江（会計）、
菅澤（記録）、薄井（撮影）、大野（報告）、
荒木、伊藤、市村、頼高、折橋、藤田

○
○
○
○
○

飲み物代

9,350

駐車料金 600 円×2 台

1,200

入浴代

6,930

合 計

289,900

そして駒ヶ岳ロープウェイに！

高速料金 5,350 円×2 台×2 回

21,400

車代

45,880
3,500 円×13 人＋380 円

154,440
11,880 円×13 人
宿泊費

50,700
バス・ロープウェイ 3,900 円×13 人

289,900
22,300 円×13 人
会費

（鐘ヶ江）

会計報告
1.収入

2.支出

中岳から駒ヶ岳山頂をみる
朝日を浴びながらの出発

雪上訓練（ストップ）風景

植竹会長による模範演技

山頂への最後の上り

訓練を終えホットしているビジョビジョ軍団

千畳敷カールの前で
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宝剣岳

山頂にて

○コースタイム

1 日目

野崎＝東部湯の丸 SA＝菅の台 P＝バス＝しらび平＝ロープウェイ＝千畳敷－ 雪上訓練 －
04:58

07:04～35

09:20～45

10:15

10:40

11:10～13:50

ホテルにて昼食－極楽平－ホテル千畳敷
13:50～14:40

2 日目

15:50

17:00

ホテル千畳敷－乗越浄土－中岳－駒ヶ岳山頂－乗越浄土－
05:45

千畳敷

06:57

07:35

08:10～40

＝しらび平＝ 菅の台 P ＝

11:20～12:00

12:20

木曽駒ヶ岳山頂から

12:50～13:00

09:05

宝剣岳 －乗越浄土－

09:30～40

10:10

こぶしの湯（昼食）＝野崎
13:05～14:30

雪渓、雲海、乗鞍岳 2-6

18:40

そしてその右には穂高連峰が・・・・

