
山手帳より 山行の記録 

 

№１ 二王子岳 

１９７４年（昭和４９年）５月３日 

 

７；３５ バスセンターから上板山行き発 

７；５９ 上羽津田屋着 

      新発田行き ７；１７ ８；１７ １２；０２ １５；１２ １７；０２ 

          １８；１７ 

８；００ 発 

９；００ 二王子神社着 

     残雪あり 約２０ｃｍ 軒下１．５ｍ 

９；５５ 一王子着 

      雪渓登る クレバスあり 約１ｍ 

１０；３０ 定高山（独標）９９４．４ｍ 

      雪渓 ステップ 

１１；２５ 油こぼし 

１１；４５ 発 

１２；０６ 山頂 

      快晴 風少々 

１３；０７ 一王子着 

１３；５０ 二王子神社 

１５；００ バス停着 

１５；１２発 １５；３０着 料金１００円 

  注意 三角点は踏まない 

     下る場合は滑らずキックステップ 

     スリップした場合、アイゼン、ピッケルがない場合大の字になる 

     バスの中でしゃべらない 

 

№２ 五頭山～菱が岳縦走 

１９７４年（昭和４９年）５月６日 

メンバー 小川洋文 水野政之（水原高） 水野姉 

 ６；２８ 新発田駅発 

 ６；５６ 水原駅着 

 ７；０５ 水原駅発 

 ７；２７ 出湯着 

 ８；０３ 見晴らし台 

 ８；３０ 烏帽子岩 

 ９；５０ 本峰 ＊一ノ峰コブと思われる 

１０；２５ 発 



１０；５５ 中ノ岳 

１１；３０ 菱ヶ岳 ＊うどんを調理して昼食 

１３；３０ 発 

１４；１５ 菱見平 

１４；２９ 村杉着 

１４；５２ 発 

１５；３０ 水原着 

 

№３ 五頭山～松平山～畑江下山 新人歓迎登山 

１９７４年（昭和４９年）５月１１日～１２日 

１５；１２ 新発田発 

１５；３５ 水原着 

１５；５２ 水原発 

１６；１３ 出湯発              写真撮影 杉浦英午先生 

１７；２４ 烏帽子岩 

      佐渡見える 雲海に山頂 

 ４；５５ 烏帽子岩発 

 ５；４５ ５ノ峰４ノ峰分岐路 

      曇り 強風 飯豊見える 

 ６；１５ １ノ峰 

 ７；２０ マイクロ波 反射板 

 ８；３０ 松平直下 

 ９；０３ 松平発 

 ９；５０ 小富士 ＊その山容から藤   

田さんが命名した 

 

１０；１０ 金鉢山 

      快晴 飯豊よく見える いわかがみ 朝日 

＊ この日の金鉢からの眺望は素晴らしかった。その後、何度も訪れたのはこ

の眺望が心に残ったから。雪渓で雪をポリタンクに入れ粉末ジュースを溶



かして飲んだ味、くしゃくしゃの食パンにイチゴジャムとレタスマヨネー

ズをかけて食べた味が忘れられない。これは芝高登山部伝統の昼食であっ

た。前日、ウオロク本町店でこれらの買い物をしたのも忘れられない。そ

のウオロク発祥の本町店も、今年２０１９年１０月をもって閉店した。 

１１；５０ 松平直下 

１２；１５ 発 

１３；５３ 出湯着 

１４；５４ 出湯発 

１５；２４ 水原着 

      松平に向かう尾根に熊の足跡があった。 

 

№４ 焼峰山 

１９７４年（昭和４９年）５月２６日 

くもり 無風 

東赤谷行き ７；０１ ９；００ １６；２２ １８；１４ １３；５４土曜のみ 

 ８；１６ 新発田発 

 ８；５２ 東赤谷着 

 ９；１５ 駅発 

１１；０５ 山頂 

１３；００ 山頂発 

１４；３０ 駅着 

１６；２２ 発 

１７；１０ 新発田着 

 清水釜付近に雪渓残るが清水は出ていた。清水釜から左の尾根道には雪が大分残り、ト

ラバースが３カ所あった。また、山頂直下から加治川へ流れる沢にはまだ雪があるが、登

れるほど多くはなかった。二王子はまだたっぷりと雪がある。大日岳、蒜場も見えた。 

 

№５ 菱ヶ岳～五頭山（金山新道） 

１９７４年(昭和４９年)６月２日 同行者 坂上 

 ６；１０ 学校初 はれ 

 ６；５５ 村杉着 

 ７；０５ 発 

 ７；４５ 休憩 はれ 微風 

      非常に暑いが尾根に出ると風が非常にさわやかである。体調はよい。アキレ 

ス腱がちょっと痛い。つつじがきれいだ。 

 ７；５０ 発 

 ８；１５ 三角点 ５１９ｍ 

      西南西に弥彦 日陰で涼しい登行 松はすっかりなくなる 金山谷に雪見え    

      る 

 ８；３０ 笹清水 



      沢に１５０ｍ位の雪渓が残る うさぎのフンがものすごい 水が大変冷たい 

 ９；００ 発 

      雪渓を１５分くらいつめるが岩場にはばまれ戻った 

 ９；３４ 菱ヶ岳山頂 

      山頂雪なし はれ 微風 体調すこぶるよい あっという間に着いた感じで 

非常に楽だった。また笹清水の雪渓を登った。山頂で間食写真を撮る 展望 

二王子、白山、飯豊 

１０；００ 発 

１１；１０ 一ノ峰コブ 

      水飲み場で水をくむ 中ノ岳の手前に雪わずかに残りグリセードを楽しむ  

植物は７種類小さな花が咲いていた 一ノ峰は５，６人 飯を食う握り 1個 

 

１２；５５ 村杉着 

      金山尾根は下りなしの急な登りである 途中家族連れに合う 三沢出会いで 

釣り大会が開かれていた。 一日中晴れで体調もよかった。 

水飲み場から小倉沢の最後の末端を登ったが１００ｍ位で滝にはばまれた。 

その向こうは沢は 2つに分かれていた。また、一ノ峰は新緑が萌えるように 

美しく、その真ん中に頂上から舌のようにたれていて、そのコントラストが 

すばらしかった。また、頂上から雪渓へ下りた。そして末端まで行きそこか 

ら小倉沢が始まっていた。帰り頂上まで 20分近くもかかる急登だった。 

１４；５５ 自宅着 

 



№６ 大荒川西小倉沢 

１９７４年(昭和４９年)６月１６日 

無風 くもり 

 ６；００ 学校 

      全員遅刻 

 ６；４５ 大荒川ドライブイン 

      手がなまっている 

 ７；１５ 発 

 ７；４５ 山の神 

      汗が出ている   

 ８；２３ Ｆ１魚止めの滝前の橋 坂上、山田さんを沢に落とす 石飛で足をぬらす。 

水量は多い 山の神をこわす 岩をよじ登るのはつらい  

 ９；００ セビアで前進不能 水の中膝上まででセビアを行く そのあとさらにものす 

ごいセビア その下はＦ２通行不能の滝 右岸の高巻き 垂直の壁 道に出 

て沢に下りる 下りる途中島津の石坂上に当たり打ち身 雪渓を越える ク 

レバスがあり苦労する 

 ９；３５ 休憩 もぅ水につかる 非常に石が滑る 膝までびしょびしょ ２年生沢に 

落ちる 

 

１０；０７ Ｆ３山葵沢の合流点 前にブナ数本 大岩合流点よりすごい セビア１０ｍ 

の壁を登る ザイル使用 中村さん登る 

１１；０５ エの倉沢合流 第一堰堤に着く前は川原状 

１１；０８ Ｆ４第２堰堤 １５ｍ位の滝である 登り口はすべりにすべり２回すべり  

      やっと登ったが、岩壁に滑り山田さんに助けてもらう 中村さん腰までつか 

      る 

１２；１５ Ｆ５１０ｍの滝 広手沢乗り越えたところで女子２人に会う ワラビをいっ 

ぱい持っていた ハーケン、ゼルベストを出したのにはぶったまげた 

１２；３０ Ｆ６西小倉沢分岐点 雪渓あり 左岸 

１３；１５ ３階の滝 高さ１５ｍ Ｆ８ 

１３；４５ 雪渓の崩れたところ 雪渓の下 非常に寒い 雪渓の雪から水蒸気たつ ス 



ノーブリッジの典型 

１４；１０ 三十三間滝 Ｆ９ 大４小１ 

１５；３０ 休憩 雪渓の崩れていた右岸より滝が糸状でそちらがＦ１０ 本流への直答 

不能 草が多く登れる 源流の遡行 やがて水がなくなり１００ｍほど直登

すると一ノ峰のやや二ノ峰寄りの縦走路にでる 

１７；０５ 一ノ峰着 快晴 万歳三唱 

 

１７；３０ 発 

１８；２０ 烏帽子岩 

１８；５５ 出湯 

      料金 飲食１１０円 電話２０円 

＊ 出湯到着は薄暗くなり始めた。家族も心配しているだろうと言うことでみ

んなで電話する。自転車で新発田に向かう頃は薄暗く、帰宅時は真っ暗だ

った。石の当たった坂上は島津とともに下山。打ち身ですんだ。 

 

№７ 二王子岳 

１９７４年(昭和４９年)６月２２日～２３日 

１４；５２ 上羽津田家 寝不足 

１５；００ 発 

１６；１０ 二王子神社着 

      肩がきつく痛い 

１７；１２ 一王子神社 

１８；００ 発 腰が痛い 

１８；３５ 定高山 

１８；５５ 鴨池 パッキングがよく楽である 

１９；４５ 油こぼし 

２０；１２ 山頂 風が強くものすごく寒い テント早く！ 

 

 ３；５２ 起床 はれ 昨日の天気が嘘のよう 

 ５；２６ 日の出 

      えぶり差岳より出る 水平線見える 水は小屋から飯豊側の雪渓の末端の割 



れ目から出る 

 ５；５６ 二王子発 

      雪渓を４つ越え一番奥のピークが 

二本木山 クレバスが開いていて 

すごい すごい藪こき 飯豊山目 

前 

 ６；５５ 直前 

 ７；１５ 二本木山 シリセードでクレバス上 

から下る 

 ８；３０ 山頂小屋 

 ９；２０ 山頂発 

 ９；５５ 雪渓で雪上訓練 キックステップ後 

昼食 

１０；４５ 出発 

１２；０８ 二王子神社 休憩 水を飲む 

１２；４０ 発 

１４；１０ 石喜 休憩 

１４；２０ 出発 

１５；４０ 学校着 

      費用 バス代１００円 荷物５０円 飲食物１３０円  

 二王子岳雪の状態昭和４９年６月２２日現在 定高山下では全く雪なし 定高山上の１

１００ｍ付近から雪渓が４カ所 油こぼし直下、油こぼし、鴨池 油こぼし上の尾根は頂

上まで全く雪なし 大バリ沢源流のお花畑は雪渓で埋まっている。また、高知山の七滝沢

源流の方は、雪渓が無数に斜面にへばりついていて消えるのはまだまだという感じ 二王

子より胎内側は雪渓が長く、水取には相当くだらなくてはなるまい 

 今日は運良く雪渓の割れ目が開いていた。 

 なお、飯豊連峰は北股岳より大日側は、まだたっぷり稜線近くまで雪あり 特に大日は

まだまだ消えまい ほとんど白である 朳差岳、鉾立峰は鉾立に突き上げる沢以外は、ほ

とんど雪は見当たらない。 

 

№８ 焼峰山～四ツ倉 

１９７５年(昭和４９年７月１３日、１４日) 

 

１６；１５ 東赤谷 くもり 

１６；５０ 登山口通過 

      焼峰の頂上が雲に隠れたり、出たりしていて天候は思わしくない。大ガルは 

右側の岩峰 調子はよい 坂上苦しそう 

１７；００ 休憩 

      左側の小径を行くと水場の水音がする 

１７；１０ 発 



１７；３５ 休憩 

      尾根の交わる岩の露出 杉のところピークの下で休む 坂上が苦しそう 水 

を飲む(３口) 正面に俎倉の岩峰がそそり立つ 調子はよい 無風 

１８；１５ 岩稜取り付き点で休む 展望 五頭 蒜場が見える。ウジの沢の様子がすご 

      い 

１９；００ 清水釜着 

      テントを左側の高台に立てるがせまくてよく建てられなかった。坂上が藤田 

さんと遅れてくる。無風 くもり 

 

 ４；２０ 起床 

      朝、五頭、蒜場方面に雲見えるが空は晴れていて無風 石清水の水が冷たい 

 ５；１５ 朝飯 四ツ倉までいけそう 

 ５；５０ 発 風少々 高層雲 

 ６；０１ 修蔵峰 遭難費が直されていた 

 ６；２０ 焼峰山着 

      展望開ける 大日大きく見え頂上見えず 飯豊山がかすれて見える 七滝沢 

の七滝が白く見える。 

 ６；４２ 本峰 

      四ツ倉まではやせた尾根 焼峰からはヤセ尾根を行く 展望は一段と開ける  

四ツ倉はすぐ手前の大きなピーク 奥に赤津山が見える 

 ７；３０ 休憩 

      右の岩峰を越えて下に端の見えるところの沢のガレを越えたところである  

四ツ倉はまだ遠い うすぐもり 師走沢を越えたところ 正面に石場が乱れ 

たところ 

 



 ７；５０ 通行不能のヤセ尾根 両側が浮き石だらけのがけ 目の前に四ツ倉 左側は 

七滝が正面に見える 

 ８；２０ 発 

 ９；１５ 本峰 

      行きは道が付いていて楽であった 

１０；１５ 本峰発 

１０；４５ 清水釜 

      清掃した後テント撤収 パッキング 

１１；５５ 清水釜出発 薄曇りで蒸し暑い 

１２；４０ 池ノ平下の杉林の水場で休憩 

１４；２５ 橋の下で寝る 足はそんなに痛くない  

肩も大丈夫 

１５；５０ 駅着 

 四ツ倉まで２時間すぎる。藪漕ぎとヤセ尾根が続く

道では、少人数、４人が限度である。また、東赤谷か

らの日帰りも可能である。まず東台峰から岩場の露出

するヤセ尾根を登る。一歩踏み外せば両側谷であるから要注意。このような尾根がつづき、

尾根が切れてもう片方の尾根へ取り付く。やがて手前のピークを巻くような形で加治川側

へ道を移す。沢の源流を２つ越え急登して再び尾根に出てしばらくすると沢の源流が内ノ

倉側へおりると例のヤセ尾根である。左側約２０ｍは内ノ倉側へ急に落ちており左側は約

５０ｃｍあるかないか、左側は約５０ｍはひじょうなガレ場となって加治川へ落ちている。

この尾根は幅が約５０ｃｍあるかないか、上は浮き石だらけで登高は可能。右側を巻く手

しかない。右側のガレ場を通り向こうの草付きから尾根に取り付けばよい。そのあとは、

ピークまで尾根伝いにブッシュがあり、ピークから尾根は湾曲して四ツ倉へ直接尾根に出

る。 

 


