
富士山、日本アルプス、他                      １ページ 

「登山日記」 
             （登山人生の記録）        

 
富士山に登りたい。日本アルプスに登りたい。片道５時間かかる。不可能だ。しかし、

登りたい。その思いをとげるため、６１歳で登山を始めた。 
最初、近くの湖西連峰の登山を試みた。１０分登ると、心臓が破裂しそうになった。断

念した。翌週、３０分で登れる大札山に挑戦した。険しい山を休み休み頑張って登った。

４０分かけて、何とか山頂にたどり着いた。筋肉痛に悩まされた。しかし、その筋肉痛を

押しのけて、毎週、登山に挑戦した。次は、１時間の山、次は２時間の山、次は３時間の

山に挑戦した。３ケ月、登山に挑戦するうち、５時間の山に登れるようになった。いよい

よ、南アルプスに挑戦する時が近づいてきた。 
 最っとも楽に登れる南アルプスを探した。茶臼岳が第１候補に上がった。登山道も整備

されている。山頂の茶臼小屋へたどり着くまで、途中に、ウソッコ小屋、等、３つの山小

屋がある。登山に失敗しても、途中の山小屋に避難すれば、生きて帰えれそうだ。あとは、

挑戦するのみだ。その後、気が狂ったように、毎週、毎週３０００ｍ級の南アルプス登山

に挑戦した。茶臼岳、上河内岳、聖岳、塩見岳、北岳、鳳凰三山、光岳、イザルケ岳、等々。 
 北アルプスの王者・奥穂高岳、北穂高岳、人気日本一の槍ケ岳、美を極める涸沢岳、等

にも挑戦した。新潟県の妙高山にも挑戦した。 

            

写真：鳳凰三山の地蔵ケ岳、オベリスク 
 

               中桶悟光著 



事前調査：                          ２ページ 

「南アルプス探訪」 
 
日本人の心の故郷・霊峰富士、また、純白の雪化粧をした南アルプスの姿は崇高である。

浜松でも、毎日、南アルプスが見えないものかと思い、超高層ビルのアクトタワーに登っ

てみた。南アルプスの頂上が少しだけ見えた。単純に、赤石岳、聖岳、荒川岳かと思った。

超高層ビルの割に、山が見えない。期待はずれだ。がっかりした。そこで、山々のくぼみ

を利用すれば、南アルプスがよく見えるところが有ると考えた。また、発想の逆転で、南

アルプスを直接見るのではなく、目印の竜頭山と重なって見えなくなる位置を探した。左

右に移動して（スキャン）、南アルプスを探せば、南アルプスの正体、山の名前、他、の謎

解きができる。 
 地図を引き出し、目印の竜頭山と南アルプスの赤石岳、上河内岳、聖岳、光岳、等を

結ぶ直線を引いた。直線上の位置に出かけて観察し、竜頭と南アルプスが重なるポイント

を発見した。大人見の町では赤石岳と竜頭山が重なって見えない。左右に移動して姿を現

す山が赤石岳である。赤石岳の謎解きができた。感激の瞬間だ。同様に、聖岳、上河内岳、

光岳、等々の正体を解明できた。また、山々のくぼみで、超高層ビルのアクトより、はる

かに南アルプスを大きく鮮明に見ることができた。発想の逆転の作戦は大成功であった。 
 日本のチロルと言われる長野県の下栗の里に出かけてみた。眼前に迫る南アルプスの

迫力に感動した。しかし、赤石岳は大沢岳と重なるため、見えなかった。その赤石岳が浜

松の佐浜の田んぼから非常によく見える。予想だにしなかった出会いに感動した。 
 なれてくると、静大工学部から南アルプスのイザルケ岳が鮮明に見える。佐鳴湖から、

赤石岳、聖岳、兎岳、イザルケ岳、等の南アルプスを拝むことができる。特に、大雪が降

ったあとの南アルプスの姿は崇高にして偉大である。心が洗われる思いがする。浜松でも

見える崇高な南アルプスの姿を４０年間も見過ごしてきた。肉眼に心の目を重ねると、見

えないものも良く見えるようになる。皆様も、是非、目を向けてみて下さい。 
 
 
         平成１１年２月２２日 中桶悟光（61 歳） 
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「３０年ぶりの富士山登山」 
                                    ４ページ 
 約３０年前、大学のリクレーションで富士登山に参加した。夜中に登り始めて、間もな

く、頭をガーンと金槌でたたかれたような痛みを感じた。突然、風邪を引いたと思った。

一歩、足をすすめると頭に激しい痛みが走る。早速、数名の方がギブアップされ、引き返

された。私は、死ぬ思いで、歩をすすめた。他の多くの人たちも、顔が真青である。２、

３歩進んでは休む。目の前の頂上が、このときほど、遠くに感じたことはない。砂走りの

下りコースは快適に下ることができた。２度と富士山には登らない決心をした。 
昨年来、毎週、南アルプスを日帰り登山できるようになった。体力、脚力がめきめき付

いてきた。３０年ぶりに、富士登山をやる気が起きた。登山口の富士５合目に向かった。

登り始めて、わづか、４時間で頂上に着いた。恐怖の高山病は全く感じなかった。拍子ぬ

けした。そこで、バテ気味の人を見つけては、高山病はどうでした、と聞き取り調査を行

った。軽い高山病にかかった人が６、７人見つかった。しかし、大半の人は元気である。

３０年間抱いていた高山病に対する恐怖感は、さほど必要なかった。余裕たっぷりに、お

鉢めぐりを楽しんだ。お鉢めぐりには、浅間ケ岳、朝日ケ岳、白山岳、等の溶岩の山が７

つもある。それら全てを制覇した。最後に、３７７６ｍの高さにある剣ケ峰に着いた。高

山病の元凶、大気圧は６５１パスカルである。日本一高い所で、自分の体を高地順応させ

るため１時間ほど昼寝した。下りコースは滑るように下山した。２時間で駐車場にある自

分の車に戻ることができた。登下山の往復時間は６時間である。 
 南アルプスに比べれば、富士山は登山時間が短く、楽な山だ。事実、子供さんも多く、

老若男女、誰でも楽しめる山である。 

            
写真：朝霧高原から見る白雪富士、空は真青だ 

 
 
         平成１２年８月２６日 中桶悟光（６２歳） 
         



 
写真：富士山の山頂を征服する           ５ページ 

         
写真：富士山・剣が峰（３７７６ｍ）を征服する 

         

写真：茶臼岳の山頂（２６０４ｍ）を征服する 
 
 



「茶臼岳・上河内岳登山」 
はじめに：（南アルプスを初体験する）                   ６ページ 

平成１１年の５月、明神山に登り、登山に魅せられた。以後、毎週、山に登り、心臓

と足がぐんぐん強くなった。登山に自信がつき念願の南アルプス登山を決意した。８

月、茶臼岳や上河内岳の登山口となる畑薙ダムの沼平駐車場に行った。浜松から距離

で１３０ｋｍ、時間で４時間かかる。 
１． 登山開始： 

朝５時、食事を済ませて登山を開始した。畑薙の大つり橋を渡り、ヤレヤレ峠を越え、

１時間半で、最初の山小屋のウソッコ小屋に着いた。更に、１時間半で横窪沢小屋に、

更に、２時間で茶臼岳登山の基地となる茶臼小屋に着いた。合計５時間かかる。足の

速い人は３時間半で、足の遅い人で、ゆっくりゆっくり牛歩しても、悠々、その日に

茶臼小屋にたどり着ける。茶臼小屋に着いた時は、南アルプス初体験のため感激した。

茶臼小屋のアルバイトの女学生に聞いたところ、上河内岳は１時間で、走れば３０分

で行けるそうだ。上河内岳が茶臼岳から至近距離にあることが分かった。 
２． 上河内岳登山： 

茶臼小屋の裏山に上がると、あたり一面、はい松で覆われていた。早速、雷鳥が出

迎えてくれた。そこには、右２．５ｋｍ：上河内岳、左０．５ｋｍ：茶臼岳、との道

しるべが立っていた。右のコースを選んで進んだ。一面、はい松に覆われた山、一面

岩石で草も木もない山が続いた。やがてトリカブトやリンドウが群生する山が現れた。

しばらくすると、２重山稜に挟まれた自然の遊歩道、お花畑と言われる所に出た。そ

こには天然記念物の亀甲状土の草原が一面広がっていた。後ろに何か気配を感じた。

野兎は迫ってきた。脱兎の如く走り去った。雄大な景色、別世界である。しばらく歩

くと、突然、巨岩奇岩が乱立する景色が現れた。竹内門だ。やがて小高い上河内岳の

頂上に着いた。山頂標識には２８０３ｍと記されていた。 
時計を見ると、上河内岳は茶臼岳から１時間で登頂できることが分かる。即ち、午前

中に登頂すれば、午後は下山することもできる。浜松からも良く見える上河内岳、そ

の頂上に立てたことに感激した。景色を存分に堪能して下山し、茶臼岳に向かった。 
３． 茶臼岳登山： 

また、雷鳥のお出ましだ。しばらく伴走してくれた。雷鳥に別れを告げ、茶臼岳に登

頂した。しばらく山頂の景色を堪能し、茶臼小屋に帰った。山小屋の夕食は５時であ

る。山小屋から雲海に浮かんだ富士山が良く見えた。山小屋の宿泊客達、百名山の話

に夢中である。８時に就寝した。夜中に起き、夜空を見て驚いた。クツキリとした天

の川、数え切れない大粒の星が満天にきらめいている。街では見たこともない美しさ

だ。 
 



４． 下山開始：                           ７ページ 
山小屋の朝食は４時半である。５時に南アルプスの縦走だ。往復１０時間の光岳に行

くか、近くの仁田岳に行くか考えた。しかし、浜松から良く見える上河内岳にも登頂

できた感激を胸に下山することにした。 
５． エピローグ： 

以後、毎週、南アルプスの聖岳、光岳、イザルガ岳、易老岳、仁田岳、烏帽子岳、塩

見岳、北岳、鳳凰三山、等に登頂した。 
 
        平成１１年８月１８日 中桶悟光（６１歳） 
 
 

  
 

写真：２重山稜に挟まれたお花畑と美しい上河内岳を展望する。 
浜松からも、良く見える上河内岳である。標高は２８０３ｍだ。 
茶臼岳からは、１時間で行くことができる。登山口の畑薙ダム 
からは、６時間半かかる。日帰りも可能だ。 

 
 
 
 
 



「日本アルプス最高峰・北岳、再挑戦」 
                        ８ページ 

夏休みをもらい、７月の８，９，１０日、三連休である。 
初日の８日：浜松から１８５ｋｍ、車で５時間かけてアヤメで有名な櫛形山に行き、往

復７時間の登山を実行した。登山道はなだらかで整備され、非常に垢抜けした山である。

咲き乱れたアヤメの他に、平敦盛に似ているため、アツモリソウと名づけられた珍しい高

山植物を見るチャンスにめぐまれた。山を降りて、翌日の登山コース、南アルプスの鳳凰

三山の登山口である、夜叉神に向かった。 
 ２日目の９日：車で野宿して、朝５時、鳳凰三山の登山を開始した。奇岩、巨岩、が

たくみに組み合わされ、花崗岩の白砂利が敷き詰められた日本庭園の石庭を思わせる、鳳

凰三山の、薬師岳、観音岳、地蔵岳は大自然の摩訶不思議さを感じさせる壮大な山である。

目の前には、日本アルプスの最高峰・北岳がそびえている。登山ルートには大雪渓が見え

る。北岳に登ると、大雪渓で滑落死しそうだ。身の危険を感じた。その時だ。登山者が教

えて下さった。今、北岳に登ると、世界で北岳にしかないキタダケソウが見れますよ、と。

大至急、下山して、翌日、北岳に登る決心をした。昨年来の再挑戦だ。往復１３時間かけ

て下山し、翌日の北岳の登山口である、広河原に移動した。 
３日目の１０日：車で野宿し、朝５時、北岳の登山を開始した。登山を開始して２時間

もすると、大樺沢の大雪渓に到着した。早速、アイゼンをつけ、大雪渓を歩いてみた。楽

しい。これも北岳の魅力だ。しばらくすると、櫛形山では盗掘で姿を消したシナノキンバ

イ（信濃金梅）が北岳の山肌を覆いつくして真黄色に染めている景色が見えてきた。大興

奮した。あまりの美しさに絶句した。夢中でシャッターを切った。４時間後、尾根に出た。

反対側の斜面には、白いハクサンイチゲ、黄色いキンバイソウ、紫のオヤマノエンドウ、

他、多種多彩な高山植物が咲き乱れていた。まさに日本一のお花畑である。登山を始めて

５時間で、北岳の山頂に着いた。山頂近くで、遂に、絶滅危惧種のキタダケソウに対面で

きた。感激のあまり、無数の写真を撮った。目的を果たし、満足感の余韻を残しながら下

山した。往復１３時間の登山タイムであった。 
 ３日間で、合計３３時間のマラソン登山、３日連続の日帰りピストン登山を終えて、

帰路についた。 
 
            平成１２年７月１０日 中桶悟光（62 歳） 
 
 
 
 
 



        
写真：北岳の山頂（３１９２ｍ）を征服する      ９ページ 

        
写真：日本アルプス最高峰の北岳を征服する 

        
写真：明神山の山頂（１０１６ｍ）を征服する 



「３５年ぶりの明神山登山」 
              １０ページ 

約３５年前、静岡大学工学部の人たちと、愛知県の乳岩まで行き、１０１６ｍの明神山

に登った。２時間半のコースを３０分で登った。そう思った。今年の４月、浜岡の原子力

館で、ドーム型天井の全てがスクリーン、魚眼レンズで撮影された臨場感１００パーセン

ト、超ど迫力の映画「エベレスト」を見た。目もくらむ巨大クレパス、垂直に切り立つ断

崖絶壁、命がけの頂上征服、人間の底知れぬ偉大さを感じた。 
 今年の５月１５日、鳳来町にある明神山の登山口・三瀬から、３５年ぶりに明神山に

登った。案内板には、距離３ｋｍ、時間２時間半と記されていた。最初の６００ｍを３０

分で進んだ。急な坂もあり、昔、３０分で登った記憶は、どうも怪しげだ。次の６００ｍ

は急坂の連続で大変苦しかった。降りてくる人に聞いてみた。まだ、頂上まで、かなりあ

りますか、と。まだまだ、始ったばかりですよ。冷たい返事が返ってきた。 
時間は午後１時だ。頂上で食事をするのを諦めて、昼食をとった。少し元気を取り戻

し、頂上に向かった。腐った巨大古木をよじ登る不思議なコースが出てきた。続いて垂直

な巨大岩石を鎖で登る難コースが現れた。まるで、アスレチック・コースだ。うん、苦し

い、引き返そうか、もう少し頑張ろうか、思案にあけくれた。また、長さ１０ｍの鉄はし

ごで登る難コースが現れた。登ってみた所、幅１ｍ、長さ１０ｍの岩場で「馬の背」と言

うところに出た。下は断崖絶壁、少しでもよろけると、千尋の谷へ落ちていきそうだ。 
エベレストの映画を思い出した。まるで、エベレストに登っているかのような錯覚に陥っ

た。命がけだ。少しすすむと、ゆるやかな下り坂が出てきた。アップ・ダウンを２、３度

繰り返して、ようやく頂上に着いた。登頂時間は、私で２時間、若い人で１時間、走って

登る人で３０分だ。山を征服したんだ、という実感がわいてきた。頂上には、富士山、南

アルプス、等の大パノラマが見える立派な展望台ができていた。トイレも完備していた。「頂

上到達。征服したぞ」と記された、登山者の心理を見抜いた看板を見つけて記念撮影した。

わかしゃち国体縦走特区のゴールとも記されていた。若い人たちが走って登った様子が目

に浮かぶ。 
 下りはルンルン、１時間で下山できると思った。垂直で５ｍもある鉄梯子を降りる時は

怖かった。調べてみると鉄梯子は固定されていない。少しでもよろけると、あの世行きだ。

ぞっとした。下りコース、断崖絶壁に出た。降りようか、どうも怖い。危険だ。２、３度

試みるが、やはり怖い。そのうち、コースを間違えたことに気が付いた。命びろいだ。巨

大岩石を鎖で下るコースが出てきた。この時は、ロック・クライミングの感覚で楽しかっ

た。低い山ながら、難コースの連続、これほど変化に富んだコースは珍しい。名山だ。 
 
           平成１１年５月１５日 中桶悟光（61 歳） 
 



            「聖岳登山」 
（３０００ｍ級、最南端の山）          １１ページ 

１． はじめに： 
 浜松から、水窪、兵越峠、下栗の里、経由で聖岳の登山口である、長野県の便ケ島

に車で移動する。道は、大変な悪路だ。距離で１３５ｋｍ、時間で５時間かかる。 
２． 登山開始： 

 平成１１年 8 月 29 日（日）、聖岳の登山口である便ケ島を、朝 5 時に起床し食事を

終えて、朝６時、登山を開始した。４０分で西沢渡（にしさわんど）に着く。荷物渡

しのカゴは有れども、人間は、沢の急流に浮かぶ岩場を渡らなければならない。命が

けだ。危ない。つづいて、薊畑（あざみばたけ）まで急登の連続で、一気に登るコー

スである。水場は、聖平小屋か聖岳山頂の、やや下の岩場にしか無い。水も十分持参

する必要がある。４時間半で薊畑に着いた。即ち、まだ、午前１０時半だ。ひたすら、

アップ・アップの連続で疲れるが無駄がない。食事を聖岳の山頂でするか、事前に済

ませて頂上に向かうか考えた。事前に済ませれば、頂上に向かう力もつき、また、身

軽になれる。そう考えて食事を済ませた。 
３． 山頂に向かう： 

 薊畑にリュックを置いて、カメラとフィルムのみで聖岳山頂に向かった。聖岳では、

死者、行方不明者、けが人、が出ている。ヤセ尾根、等、危険な場所に最大限の注意

をはらい、山頂を目指した。１時間半で山頂に着いた。 
 ３６０度の大パノラマが開けて、まるで芝居の幕が開いた気がした。隣には、わが

恋人の兎岳が、北隣には雄大な赤石岳がそびえている。また、富士山も雲上に姿を見

せている。長雨の後の晴天で、素晴らしく眺めが良い。景色を存分に堪能して、たく

さんの写真を撮り、思い残すことなく下山についた。 
４． 無人の山小屋に１泊： 

 薊畑に戻り、リュックをひろい、本日の宿泊所となる聖平小屋に向かった。８月も

２０日を過ぎると、山小屋に管理人は居ない。無人である。宿泊料も無料となる。無

論、食事も出ないし寝袋もない。下着を重ね、ホットカイロを体に巻きつけて寝るこ

とにした。めいめい勝手に集まった登山者達が、適当に場所取りをする。お互い、挨

拶をし、雰囲気は非常によい。日が暮れると、全員なごやかに床についた。 
５． 下山開始：翌日、聖岳に再登頂するか、上河内岳に向かうか考えた。足の疲れも

あり、早々に下山することにした。帰りは聖平小屋から３時間半で、駐車場のある便

ケ島にたどり着いた。帰り道、せせらぎの湯（２００円の温泉）に入り、帰路に着い

た。 
          平成１１年８月３０日 中桶悟光（６１歳） 
 



       
写真：聖岳の山頂（３０１３ｍ）を征服する     １２ページ 

       
写真：浜松から良く見える聖岳を征服する 

       
写真：塩見岳を征服する、山から塩が湧き出る 



「塩見岳登山」 
            １３ページ 

平成１１年９月２６日（日）、百名山の１つ、塩見岳に向かった。塩見岳の登山口は、

大鹿村、鳥倉林道の終点である豊口山にある。浜松から距離で１５０ｋｍ、時間で４

時間はかかる。駐車場から登山口まで２０分かかる。 
１． 登山開始： 

 登山口から山伏峠まで２時間半かかる。山伏峠から、三伏山、本谷山を経由し

て塩見小屋まで２時間かかる。更に、塩見岳の山頂まで１時間かかる。合計、登

山口から塩見岳の山頂まで５時間半かかる。朝６時に駐車場をスタートすれば、

午前中に、塩見岳山頂に立つことができる。午後、下山すれば、日帰りも可能だ。

塩川小屋から来た人に聞いてみた。三伏峠まで５時間かかるそうだ。鳥倉林道を

利用すれば、２時間も登頂時間が短縮できることが分かる。ところで、塩見小屋

は個人営業だ。９月１５日の営業日を終えると、キャンプの宿泊もさせてくれな

い。小屋の主は頑固なおやじである。いくら頼んでも追い返される。やむを得な

い。三伏峠まで引き返すほかはない。その時間も考えて、塩見岳山頂を、午後２

時には引き返さなければならない。山頂で、時間まで、大パノラマの景色を楽し

んだ。 
ところで、塩見岳山頂には、西峰と東峰の２つのピークがある。山頂では、大

パノラマが開け、仙丈ケ岳、甲斐駒ケ岳、北岳、間ノ岳、農鳥岳が眼前に見える。

南側には、荒川岳、赤石岳、大沢岳、兎岳、聖岳も見える。雲海に浮かんだ富士

山もよく見える。北アルプス、乗鞍岳、中央アルプス、また、恵那山もよく見え

る。山頂からジャンダルムのあるコーモリ岳に１時間半で行くこともできる。正

に見えない物は何もない素晴らしい所だ。景色を十二分に堪能して下山を開始し

た。三伏峠に帰り、無人の三伏峠小屋に宿泊した。 
２． ２日目： 

三伏峠小屋のすぐ南隣には、烏帽子岳がある。３０分で行ける。烏帽子岳山頂の

眺めは素晴らしい。必見である。ご来光を見るのにも絶好の場所である。途中、

素敵なお花畑もある。また、烏帽子岳は小河内岳と荒川岳への縦走コースでもあ

る。烏帽子岳に行き、ご来光と眼前に迫る塩見岳の景色を楽しみ、下山した。下

山すると、近くに塩鹿温泉がある。源泉は濃い塩水みたいで、凄く塩からい。粗

塩で体をマッサージできる。運がよければ、垢抜けした郷土食事を出してくれる。 
温泉で存分に体の疲れをいやし、帰路についた。帰り道、鹿の群れが、あちこち

に見られた。 
         平成１１年９月２７日 中桶悟光（６１歳） 
 



「鳳凰三山：薬師岳、観音岳、地蔵ケ岳」 
                               １４ページ 
はじめに：日本百名山の１つ、名峰が並ぶ、鳳凰三山に登る決意をかためた。１

０月１６日、鳳凰三山の登山口である夜叉神と登山口に向かった。浜松から２０

０ｋｍ、車で４時間の位置にある。 
１：登山開始：車で野宿、朝６時に起床、登山開始の時間だ。しかし、雨である。

登山を断念し、帰宅しようかと考えていた。６時半を過ぎて雨が止んできた。７

時に登山を開始することにした。１時間で夜叉神峠に着く。更に１時間で杖立て

峠に、火事場跡、イチゴ平、南小室小屋を経て、計５時間かけて薬師小屋に着い

た。即ち、１２時の正午に着いた。天気は回復し、青空が見えてきた。宿泊の手

続きを済ませ、夕食の５時までに、薬師岳、観音岳、地蔵ケ岳を往復することに

した。 
２：鳳凰三山の縦走：鳳凰三山は遠くから見ると雪山の如く白く見える。謎だ。

その正体は花崗岩の白い粒の小石であった。巨大岩石が無数に、かつ、巧みに積

み上げられ、その周りに花崗岩の白砂が敷き詰められた山である。まるで巨大ス

ケールの日本庭園の石庭である。観音岳まで３０分、更に、地蔵岳まで１時間か

かった。地蔵岳はオベリスクと言う独特の石積みがあり、周囲に異彩を放ってい

る。自然の摩訶不思議さを実感させる山だ。地蔵岳のふもとには、賽の河原と呼

ばれる広場があり、多くの地蔵様が祀ってある。１０円や１００円のお賽銭が山

のように供えてある。景色を堪能して、観音岳を経由して薬師岳に引き返した。 
３：下山開始：翌日、ご来光を拝み、薬師岳、観音岳、地蔵岳を往復し、夜叉神

峠の駐車場まで下山を開始した。 
 観音岳の頂上では、富士山、北岳、間ノ岳、扇丈ケ岳、甲斐駒、中央アルプス、

乗鞍岳、北アルプス、等、３６０度の大パノラマが思いのままだ。特に、北アル

プスの北側には氷山の如き雪山の連山が見え、圧観であった。下りは３時間半で

下山できた。帰り道、芦安温泉に入り、登山の疲れを癒してから帰宅した。 
メモ： 
薬師如来：衆生の病患を救い、災難を除く仏様である。 
観音菩薩：慈悲の心で衆生を救う菩薩で、十手観音、十一面観音、如意輪観音、

等がある。 
地蔵菩薩：お釈迦様の死後、弥勒菩薩の出現までの間、衆生を救う菩薩である。 
 
         平成１１年１０月１７日 中桶悟光（６１歳） 
 
 



「岩岳山登山」 
                               １５ページ 

キーワード：天然記念物、赤ヤシオ、遠州七不思議、京丸ボタン、愛子様お印、 
 

５月１３日、岩岳山登山口に向かう。浜松から３６２号線で５４ｋｍ、平城でシンフォ

ニー方面に１３ｋｍ走る。計６６ｋｍ、車で２時間かかる。駐車場は２０台分余ある。広

い。朝８時に着いた。即、登山を開始した。 
１． 登山開始： 

登山口から、つり橋を渡り、荷小屋峠を経由し、岩岳神社まで３ｋｍある。時間で２時

間かかる。途中、何千本あるであろうか、物凄い数の天然記念物の赤や白のヤシオが群生

しており、実に壮観である。白ヤシオは時期的に２、３本しか咲いていない。赤ヤシオは

数えきれない程咲いていた。岩岳神社の標高は１３５９ｍである。岩岳神社から岩岳山山

頂に登る分枝点まで戻り、岩岳山の山頂に向かった。道は狭く、両側は断崖絶壁である。

まるでカミソリの歯の上を歩いているみたいだ。険しい尾根道のアップ・ダウンを何度か

繰り返し、やっつと、山頂に着いた。山の標高は１３６９ｍだ。頂上にはテーブル、椅子、

標識が完備している。天然記念物のヤシオを見に来た登山客が大勢居られる。人を引き付

けるヤシオの魅力が如何に凄いかを伺い知ることができる。東には、大札山が見える。そ

の上には富士山がそびえている。少し左には大無間山がそびえている。赤ヤシオと富士山

を合わせて見れる景色は素晴らしい。 
２． 下山開始： 

あたりの景色を堪能して下山を開始した。下りは、入出山面に向かう超急勾配を下るコ

ースを選んだ。一歩間違えば、真逆さかまに奈落の底に落ちていきそうだ。くわばら、く

わばら、要注意である。慎重に下った。下りコースも赤ヤシオや白ヤシオがたくさん咲い

ていた。写真撮影を済ませて、無事、駐車場に戻りついた。午後３時半だ。往復７時間半

もかかった。 
メモ： 
岩岳山は天然記念物の赤ヤシオと白ヤシオで有名だ。５月の連休ともなると、赤ヤシオ

を見る登山者で、山はまるで銀座になる賑わいだ。 
白ヤシオは愛子様誕生により、愛子様のお印となり、ゴヨウツツジと呼ばれる。白ヤシオ

の写真を静岡新聞に投書した。みごと、掲載された。 
 
          平成１２年５月１３日 中桶悟光（６２歳） 

 
 
 



       
写真：天然記念物の赤ヤシオ、５月の連休に満開だ  １６ページ 

      
写真：愛子様お印白ヤシオ、静岡新聞に掲載さる 

      
写真：岩岳山にたくさん咲く白ヤシオ、別名：ゴヨウツツジ 



「櫛形山登山」 
                               １７ページ 

キーワード：あやめ祭り、アツモリソウ、幻の高山植物のホテイアツモリソウ、ズミ、 
 
はじめに： 
 浜松から静岡・清水を経由して山梨県民の森・伊奈ケ湖を目指して、１８５ｋｍ、車で

５時間走る。すると、櫛形山の登山口である、見晴らし台に着く。 
１． 登山開始： 
登山を開始して１時間でアヤメで有名なアヤメ平に着く。途中の登山道は、非常に整備

され、垢抜けてきれいだ。登りやすい。７月１日からはアヤメ祭りが開催され、多くの人

で賑わう。同時期、平敦盛に似ている高山植物の花、アツモリソウが満開となる。アヤメ

とアツモリソウを堪能し、多くの写真を撮り、次の山の裸山に向かった。 
約３０分で着く。小高い山は南向きであり、暖かい。そのため、アヤメが咲くのも早い。

富士山と南アルプスの展望も楽しめる。景色を堪能して、櫛形山に向かった。山は、女性

が用いる櫛の形をしている。役４０分で櫛形山の山頂に着く。あちこちの木の枝にはコケ

が垂れ下がっている。吊り苔のサルオガセである。海中から浮かび上がった原生林を思わ

せる、異様な雰囲気をかもしだしている。 
２． 下山開始： 
 櫛形山の山頂で食事をとり、下山を開始した。往路を引き返し、裸山、アヤメ平に戻る。

時間が経過し、朝が昼になるので、あたりの景色も趣の異なる裸山やアヤメ平を楽しめる。

下りコース、平成の滝、竜神の滝、水神の滝、等の滝が続く、滝めぐりコースを楽しんだ。

往復７時間かけると、全ての見所を楽しむことができる。 
３． 奇跡のホテイアツモリソウとの遭遇： 
 毎年、櫛形山に登ると、１０年に１度くらい、真赤な色をした幻の高山植物・ホテイア

ツモリソウに遭遇できる。派手で目立つ色をしているため、盗掘のエジキとなる。絶滅危

惧種である。写真をご覧下さい。 
４． 櫛形山登山の歴史： 

平成１２年（６２歳）、６月に２回、７月に２回、登った。エスポ仲間と同伴した。 
平成１３年（６３歳）、７月１日に登った。アツモリソウは既に枯死、地球温暖化か。 
平成１４年（６４歳）、６月に３回、７月に１回、登る。 
平成１５年（６５歳）、幻の高山植物のホテイアツモリソウを１輪、発見する。 
平成１６年（６６歳）、幻の花・ホテイアツモリソウの写真撮影に、見事、成功する。 
平成１７年（６７歳）、幻の花・ホテイアツモリソウ、姿を消す。 
 
         平成 20 年 2 月 24 日 中桶悟光（７０歳） 



      
写真：櫛形山の名物、キバナ・アツモリソウ、ピエロみたい  １８ページ 

      
写真：幻の高山植物、ホテイアツモリソウ、絶滅危惧種 

      
写真：櫛形山の代名詞、アヤメの花だ 



「光岳・易老岳・イザルケ岳」 
はじめに：登山口に向かう。光岳・易老岳。イザルケ岳に行くには、登山口のあ

る、下栗の里の少し奥にある易老渡（いろうど）である。浜松から距離で１２０

ｋｍ、車で４時間かかる。前日の夕方に行き、車で野宿した。夜空の星は良く見

える。ビックリするほど綺麗だ。 
１． 登山開始： 
おにぎりで朝食を済ませ、朝６時に登山を開始した。まず、目の前の鉄の橋を

渡り、延々と続く急坂を登る。１時間半で平らな場所に着く。また、２時間急登

を続けコブのようなアッツプ。ダウンを２度繰り返し、最後の急登を頑張ると易

老岳の頂上に着く。計４時間半かかる。高い樹木が茂り展望はない。右：光岳、

左：茶臼岳、と記されて標識が見える。右に進む。ここからは、南アルプスの縦

走になるので、小さなアップ・ダウンを繰り返すことになる。途中、平らな場所

の三吉平に着く。西側に、中央アルプスや恵那山の見事な展望が開ける。縦走は

急坂がないので楽である。しかし、光岳に着く直前、急で長い坂が続くのできつ

い。その沢を渡ると平らな場所の静高平に着く。左に、往復１０分で行ける平ぺ

ったくて丸いハゲ山のイザルケ岳がある。イザルケ岳の頂上はガレキで草木がな

いので３６０度の大パノラマを楽しむことができる。南アルプスや富士山の素晴

らしい展望を堪能し、元の道に戻り、少し進むと、２重山稜に挟まれた天然記念

物である亀甲状土の草原であるセンジケ原に着く。そこを過ぎると、少し上に光

小屋が見えてくる。易老岳からは２時間で着く。登山口からは６時間半かかる。

光小屋は新築され、今年が初営業だ。建物は新品できれいだ。山小屋に荷物を預

けて、１５分進むと、光岳の山頂に着く。高い樹木が茂り展望はない。更に、１

０分進むと有名な光石に着く。巨大な石灰岩でできた巨大な岩が２ケ所にある。

しばらく展望を楽しみ、高山植物を記念撮影して、山小屋に帰り、初日の登山を

終えることにした。 
２． 下山開始： 
翌日、富士山がクッキリ姿を現した。朝５時の食事をとりながら、時々刻々と

色彩を変える富士山の写真撮影に夢中になった。一瞬、富士が黄金色に染まった。

その瞬間を捕まえた。山小屋を６時に出て、イザルケ岳に向かった。イザルから

見る富士は両側のすそのが見える素晴らしい姿をしている。南側には、深南部の

黒法師岳や大無間山、北側には上河内岳、聖岳、兎岳が見える。西側には、中央

アルプス、恵那山、御岳山が見え大パノラマを堪能できる。存分に記念撮影をし

下山を開始した。易老岳まで２時間、登山口の易老渡まで２時間半、計４時間半

で下山を完了できた。 
     平成１１年９月６日 中桶悟光（６１歳）     １９ページ 



 
写真：光岳（てかりだけ）の山頂（２５９１ｍ）を征服する  ２０ページ 

 
写真：前穂高岳の山頂（３０９０ｍ）を征服する 

 
写真：北アルプスの王者・奥穂高岳（３１９０ｍ）を征服する 



「北アルプスの王者・穂高岳登山」 
１． ９月２日、上高地に直行：浜松から２６０ｋｍの距離にある沢渡駐車場に車を置

き、茶嵐バス停からバスで１３ｋｍある上高地に入った。浜松から距離で２７０ｋｍ、

車とバスで５時間かかる。上高地の河童橋から穂高連峰がクッキリ見える。雲一つな

い。快晴だ。夜の天の川もクッキリ見える。満天の星が思いのままだ。もう遅い。宿

も探したが断られた。河童橋そばの公園ベンチに野宿するしかない。遭難したときの

訓練にもなる。夕方、５時過ぎると、サルの大群が降りてきた。サルたちに、寝込み

を襲われないか心配になる。 
２． ９月３日、登山開始：朝４時に起きる。４時半に標高１５００ｍの河童橋をスタ

ートする。５００ｍ進むと、穂高岳の登山口が見えた。登山開始だ。あたりは暗い。

懐中電灯を照らして歩く。５時過ぎると、少し明るくなってきた。２時間で岳沢の山

小屋に着いた。次に目指すは紀美子平だ。岳沢の山小屋を過ぎると、岩場、鎖、梯子

の難コースの連続だ。険しい。３時間で紀美子平に着いた。往復１時間で、標高３０

９０ｍの前穂高の登頂に挑戦だ。我、目指す穂高岳や槍ケ岳が眼前に迫る。感激だ。

写真を存分に撮り、前穂高と奥穂高の釣り尾根を渡り、目的の奥穂高に向かう。２時

間で、日本３位、標高３１９０ｍの奥穂高に着いた。遂に北アルプスの王者・奥穂高

を征服した。登山口から８時間もかかった。穂高では、先週２名の方が滑落死された

そうだ。あらためて、山は危険が一杯であることを認識する。午後から霧が発生した。

前穂高で、クッキリ見えた槍ケ岳やジャンダルムが見えない。１時間我慢して霧が晴

れるのを待った。一瞬見えた。急いでシャッターを切る。しばらくして下山を開始し

た。穂高山荘に向かう。写真撮影や登山者とおしゃべりをして遅くなった。日帰りの

予定を変更して、穂高山荘に宿泊することにした。 
３． 下山開始：山小屋の朝食は５時半である。朝食をすませ、標高３１１０ｍの涸沢

岳に登頂した。隣接する奥穂高や槍ケ岳を見るのに最高の場所である。両者がよく見

える。写真を存分に撮る。朝７時、下山を開始した。２時間で、標高２３００ｍの美

しい涸沢カールに着いた。涸沢カールの景色は実に見事だ。紅葉すれば、更に、美し

さを増し、登山写真家の羨望の的となる。無数の登山写真家が押し寄せ、テントを張

る隙間も無くなる。１時間で涸沢本谷橋、１時間で横尾山荘、１時間で徳沢小屋、更

に、１時間で明神小屋、更に、１時間で上高地に着く。合計、７時間で下山を完了で

きた。後は、バスと車で５時間かけて浜松に、無事、帰宅できた。 
メモ：前穂高岳（３０９０ｍ）、奥穂高岳（３１９０ｍ）、涸沢岳（３１１０ｍ）、涸沢カー

ル（２３００ｍ）、等を征服できた。大感激だ。登山者２名、滑落死、山は危険一杯だ。 
 
          平成１４年９月８日 中桶悟光（６４歳）     ２１ページ 



「北アルプスの勇者・槍ケ岳登山」 
                               ２２ページ 

１． ９月１９日、上高地に直行：浜松の自宅を朝４時半に出発する。浜松から２６０

ｋｍ離れた沢渡駐車場に車を預け、茶嵐バス停からバスで１３ｋｍ離れた上高地に入

った。浜松から上高地まで、距離で２７０ｋｍ、時間で５時間かかる。上高地の河童

橋に朝１０時に着いた。穂高連峰がクッキリ見える。雲一つない快晴だ。 
２． 登山開始：朝１０時、高度１５００ｍの河童橋をスタートし登山を開始した。時

間の関係で、山小屋の夕食時間の５時までに槍沢ロッジに入る予定だ。時間に余裕が

あるので、明神池に寄ることにした。明神池は湧き水でできている。透明度の高いき

れいな水が豊富に湧いている。明神池拝観を済ませ、１時間で徳沢の山小屋に、続い

て１時間で横尾の山小屋、更に１時間半で槍沢ロッジに入る予定だ。午後３時半に到

着した。時間に余裕があるので、槍ケ岳が見える大岩まで散歩に出かけた。山小屋に

帰りお風呂に入り、夕食をとり、早めに就寝した。 
３． ９月２０日、槍ケ岳登山開始：槍沢ロッツジを朝６時に出発した。すぐにババ平

に着いた。更に、すすむと大曲がりに付いた。大きく曲がって進むと、白沢、赤沢、

等、いくつかの沢を通過して水沢に着いた。槍沢ロッジを出て３時間たつ。水沢を出

て１０分すると、待望の槍ケ岳が姿を現した。更に、進むと槍ケ岳登山の基地となる

槍ケ岳山荘に着いた。 
４． 槍ケ岳山荘にリュックを置き、槍ケ岳の山頂に向かった。急勾配の岩場に手をか

け足をかけ、断崖絶壁を鉄梯子で登り、３０分で待望の槍ケ岳山頂についた。山頂に

ついて３６０度の大パノラマを見て驚いた。どちらを見ても、絶景、絶景である。日

本の名峰、高峰が全て見える。大興奮した。予定の５分をこえ、３時間も山頂の絶景

を堪能した。 
５． 下山開始：問題の下山である。下山は登山より、はるかに危険である。槍の下山

は急峻で、誰でも危険を感じるそうだ。慎重に下山した。槍では見えない槍を見るた

め、隣の大喰岳に登ることにした。大喰から槍の勇姿を堪能した。 
６． ９月２１日、下山開始：早朝に槍山頂に登り、朝６時下山を開始した。足の調子

は絶好調だ。岩場を駆け下り、駆け足で下山した。槍沢ロッジまで３時間、河童橋ま

で４時間、計７時間で下山できた。後はバスと車で５時間かけ、無事、午後６時半、

浜松に帰ることができた。 
 
 
            平成１４年９月２３日 中桶悟光（６４歳） 
 
 



 

         
写真：人気日本一の槍ケ岳（３１８０ｍ）を征服する   ２３ページ 

         

写真：北穂高岳の山頂（３１０６ｍ）を征服する 

         
写真：登山写真家羨望の的、涸沢カールを征服する 



「紅葉真盛りの北穂高と涸沢岳」 
１０月９日、穂高が１０年ぶりに見事な紅葉で真赤に染まっているとのテレビ・ニュー

スが流れた。即座に、穂高行きを決めた。翌日、２時に起き、穂高を目指して、２時半に

自宅を出た。 
１． １０月１０日、上高地に直行： 

 浜松の自宅を朝２時半に出発する。浜松から２６０ｋｍ離れた沢渡で駐車場に車を

預け、茶嵐バス停からバスで１３ｋｍ離れた上高地に入った。浜松から上高地まで、

距離で２７０ｋｍ、時間で５時間かかる。上高地の河童橋に朝８時に着いた。朝食を

済ませ、紅葉真盛りの北穂高と涸沢岳のカールを目指して進むことにした。雲一つな

い快晴だ。 
１． 初日の登山開始： 

朝９時、上高地の河童橋から紅葉の穂高連峰がよく見える。標高１５００ｍの河童橋

を出発した。１時間で明神の山小屋、２時間で徳沢の山小屋、３時間で横尾の山小屋

に着いた。更に、３時間で涸沢にある山小屋の涸沢ヒュッテに着いた。途中、紅葉真

盛りの穂高と涸沢の写真を撮った。今夜は涸沢の山小屋に泊ることにした。山小屋の

夕食は５時である。あたりの景色を写真におさめ、翌日の登山にそなえ就寝した。 
３．１０月１１日、北穂高岳登山： 

 朝５時の朝食をすませ外に出た。穂高連峰や涸沢が朝日で真赤に染まるのが見えた。

感激した。夢中で写真を撮った。写真をひと存分に撮り終えて、朝６時半、北穂高登

頂を目指し登山を開始した。登山道の沿道には真赤なナナカマドが見えた。早速、写

真を撮る。写真を撮り終えて、更に進んだ。登山道は岩場、岩場、の連続である。粘

った。天下の槍ケ岳登山より、はるかに険しい。３時間粘って、やっと、北穂高の登

頂に成功した。北穂高は標高３１０６ｍで、日本９位の高峰である。頂上の大パノラ

マは見事である。３６０度、全ての景色を写真におさめた。写真を撮り終えて下山を

開始した。下山は登山より危険である。慎重に下った。翌日も、再度、朝日で真赤に

染まる穂高連峰を写真におさめるため、涸沢の山小屋に連泊した。 
４．１０月１２日、下山開始： 

朝５時に起床し、朝食をすませて朝日で赤く染まる穂高連峰を写真におさめた。朝７

時半、下山を開始した。足の調子は絶好調だ。下りは、岩場をピョンピョン飛び跳ね、

小走りで下山した。横尾の山小屋まで２時間、上高地の河童橋まで２時間、合計４時

間で下山できた。登りの６時間に比べると、かなり早い。５時間車を走らせて、無事、

浜松に帰還できた。夕食を済ませ、スポーツ・クラブで１時間泳いで帰宅した。 
 
        平成１４年１０月１３日 中桶悟光（64 歳）    ２４ページ 



「新潟県の妙高山登山」 
             ２５ページ 

１． 登山口： 
浜松から長野県の飯田まで距離で１３０ｋｍ、車で３時間かかる。飯田から新潟

の妙高まで、１９０ｋｍ、車で２時間かかる。合計、浜松から妙高まで、３２０

ｋｍ、時間で５時間で着く。更に、８ｋｍ走ると、妙高山の登山口、燕温泉に着

く。前回は旅館に泊ったが、今回は、車で野宿することにした。 
登山口が標高１１００ｍ、妙高山山頂が２４５４ｍ、標高差１３５４ｍの山だ。

１０月１０日、体育の日、朝５時に起床し朝食を済ませた。朝６時、妙高に朝日

が当たり紅葉が美しい。早速、登山を開始した。先月以来、２度目の挑戦だ。今

回は紅葉の妙高を見ることができる。楽しみだ。 
２． 登山開始： 

前日、山頂は初雪で雪化粧したそうだ。紅葉と初雪が見れる。わくわくする。少

しすすむと、乳白色の露天風呂が見えた。黄金の湯だ。既に、入浴し朝日を拝ん

でいる人が見えた。更に、すすむと、称明の滝が紅葉真盛りの山肌に流れていた。

壮観である。更にすすむと、登山道の脇にイオウの臭いがプンプンする温泉が煮

えたぎっていた。地獄谷である。妙高温泉の源泉である。２時間すすむと、天狗

堂という広場に着いた。真赤なカエデやナナカマドが朝日に輝き目にまぶしい。

絶景である。更に、登ると、見えた、富士山、八ヶ岳、御嶽山、南アルプス、北

アルプス、なつかしい槍ケ岳が、ひときわ目に付く。 
３． 遂に山頂征服： 

しばらくして山頂に着いた。山頂からは、特に、近場の白馬岳が美しい。隣には、

百名山の火打山がさんぜんと輝いている。北側には日本海が見える。３６０度の

大パノラマを満喫し、山頂で１時間半ものんびりして、くつろいだ。 
４． 下山開始： 

さて下山開始だ。登りの道を引き返してもよい。北の山を回って、下山すること

にした。登山道は急峻で・急降下で難コースの連続だ。一歩、誤れば奈落のそこ

に落ちてしまう。慎重に降りた。１時間我慢すると、長助池の湿原に着いた。険

しい山肌は真赤、真黄色に色づき、正に巨大キャンバスに描いた錦絵だ。しばし、

その美しさに絶句する。更に、２時間下ると、谷底の川べりに乳白色をした露天

風呂があった。河原の湯である。登山の疲れを取るため、リュックを降ろして入

浴した。この奥深い山の中に露天風呂がある。正に秘境だ。３０分、入浴して疲

れも取れた。無事、下山が完了した。 
５． 帰路につく： 

妙高のレストランで夕食をとり、午後５時すぎに浜松に帰ることにした。高速に 



                               ２６ページ 
 
乗り、飯田まで走る。夜の９時半に浜松に着いた。夜間は車が少ないので、妙高

から浜松まで、距離で３２０ｋｍ、時間で４時間半かけて帰宅できた。日帰りも

簡単だ。新潟県の妙高も、すっかり我が家同然となった。 
 
        平成１５年１０月１０日 中桶悟光（65 歳） 

 

         

 
            写真：新潟県の妙高山（２４５４ｍ）を征服する 
 

         
 

 
 
 
 
 
 
 



「恵那山登山」 
 
キ ー ワ ー ド ： 恵 那 山 、 昼 神 温 泉 、 歴 史 、 熊 笹 、 大 き な ア ッ プ ・ ダ ウ ン                

２７ページ 
はじめに： 
７月２４日、国体の競争登山にも選ばれる愛知県の名山・明神山に登り、翌日の恵那山

登山の基地を探すため、昼神温泉に向かった。夕方の６時に着いて、旅館を探した。２５

０年の歴史を誇る膨大な旅館の全てが満杯だ。有名な温泉とはいえ、初めての経験だ。止

むを得ず野宿した。温泉だけは入浴できるので、２時間、ゆっくりと露天風呂に入り、満

天の星を眺めて楽しんだ。お腹がへり、食事処を探した。炉辺焼きレントランに入り、コ

ース料理を頼んだ。所変われば品変わる。珍しい雰囲気の中、珍しい料理が次々と運ばれ、

美味しくよばれた。野宿をすると目覚めも早い。４時半に空は白ばみ、カラスが一勢に飛

び立った。７月２５日、朝５時、行動開始した。恵那山に向かうことにした。すると周り

が賑やかになり、何事かと目を向けると、温泉旅館の朝市が始るところであった。多くの

お店、多くの品数、多くの旅行者に驚く。一回りすると、試食品を多く食べるうち、お腹

が膨れて朝食が済んだ。さー、恵那山の登山に出発だ。 
登山開始： 
昼神温泉から、大型ゴンドラ等の施設が整ったレジャーランド。ヘブン園原へ１５分で

着く。営業時間は９時だ。仕方なく車で、富士見台高原に向かった。恵那山の登山口の案

内板が見えた。頂上まで６．８ｋｍ、４時間と記されていた。登山を開始した。ルンルン

気分で登り始めると、すぐに下りコースが現れた。折角、登ったのに台無しだ。驚いたこ

とに、登ると下り、登ると下り、のコースが何度も何時間も何ｋｍも続いた。時間をかけ

て３時間半も進んだ時、雨が降ってきた。しばらく休んだが、雨が止む様子もなく、登頂

を断念して引き返すことにした。その時、突然、空が明るくなり、登頂を再開することに

した。山に木がはえてない。岩もない。あたり一面、熊笹である。変化がない。唯一の楽

しみは、ウグイスの泣き声が、絶え間なく響いてくることだ。登山コースも残り少なくな

った。その時、急な坂が現れた。やっと、登山している気分が沸いてきた。我慢に我慢を

重ねて、遂に頂上に着いた。 
残念なことに、夏山はガスが多く、遠くの山々が見えない。頂上の近くに、立派な山小

屋があった。無人、無料の山小屋ながら多くの人が休憩、トイレ、食事に利用されていた。

泊る人も見える。頂上は広場になっていた。一本の古木に、恵那山と記された名札がつい

ていた。数枚あたりの景色を記念撮影をして、下山を開始した。往復１４ｋｍ、８時間の

登山は、なかなか大変であった。恵那山登山は時間と辛抱を必要とする山であることが分

かった。 
           平成１１年７月２５日 中桶悟光（６１歳） 



「積雪の熊伏山登山」 
                                 ２８ページ 
昨年の春から秋にかけて、明神山や南アルプスを走りまくった。次は、冬山、雪山に挑

戦する番だ。冬山に登るにはテント、食料、等の重装備が必要だ。手始めに、日帰りの雪

山登山を考えた。 
１． 雪山・熊伏山登山口開始： 
 ４月１日、水窪の奥に位置する高さ１６５３ｍの熊伏山を目指した。登山口は水窪の北

側にある青崩れ峠で、浜松から８０ｋｍ、車で２時間のところにある。 
 登り始めて、すぐに積雪が見えてきた。暫くすると、登山道に氷が張っていた。危険を

感じた。金属の杖で氷に穴を開けては慎重に進んだ。少し登ると、雪は更に増え、積雪６

０ｃｍである。アイゼンを付けないと危険である。アイゼンを持たない登山客は、登頂を

諦めて引き返された。私もアイゼンを持たない。何時、引き返すか決断しなければならな

い。私以外に登山者は一人もいない。足を滑らすと助けてくれる人はいない。あの世に行

くしかない。しかし、アイゼンなしで雪山を登るコツを習得する絶好のチャンスでもある。

その技術を見つけることにした。 
 登りコースでは、靴のつま先で雪を蹴り、足を雪に突き刺して進んだ。登山道が氷の所

では、杖で穴をあけて進んだ。下りコースでは、靴のかかとを雪に突き刺して進んだ。雪

が柔らかい所では足が５０ｃｍもめり込む。歩きにくい。雪を固めながら進んだ。アイゼ

ン無しで雪山を登るコツが分かってきた。そのうち、つま先やかかとを雪に突き刺して歩

くリズムが楽しくなってきた。雪山を歩くリズムの楽しさを覚えた頃、頂上が見えてきた。

遂にやった。雪山征服を成し遂げたのだ。粘った甲斐があった。一歩間違えば、あの世行

きだが。 
 昨夜の雨が上がり、空は澄み渡り、周りの景色は、実にきれいだ。熊伏山は南アルプス

から近い。そのため眼前に雪化粧した南アルプスの聖岳、赤石岳、兎岳、等が、クッキリ

見える。感激だ。深南部の黒法師岳、丸盆、不動岳もよく見える。何ともいえない爽快感

を味わうことができた。頂上を征服した満足感、達成感、山頂から見る大パノラマ、山登

りの醍醐味を味わうことができた。心臓や脚力がめきめき付き、健康にも、すこぶる良い。 
  
           平成１２年４月１日 中桶悟光（６２歳） 

 
 
 
 
 
 



「山伏登山」 
                                  ２９ページ 
キーワード：山愛、地図で直線を引く、近接撮影、対面登山、超近接撮影、山座同定 
 
１：山伏登山のキッカケ：友人から山伏登山の話を聞かされた。ある夏、茶臼岳に登っ

た。その時に聞かされた。今、山伏に登るとヤナギランで山が真赤に染まっています、と。

井川峠にドライブした。林道が山伏のふもと迄で伸び、山伏は３０分で登れます、と。そ

のうち、自分でも山伏に登る気が起きた。その話を知人にした所、親切に登山道を示す地

図を戴いた。山伏に登る機が熟した。 
２：山伏登山：ある年の８月、梅ケ島に行く途中、金山温泉の駐車場に野宿した。翌朝、

西日陰沢の駐車場に車をとめ、山伏登山を開始した。わさび田を経由し、３時間で待望の

山伏山頂に到着した。山頂一面、鮮やかな緑色をした笹の原であった。ヤナギランも日当

たりの良い所では盛りを過ぎていたが、日陰が多い所では満開であった。あちこちに枯れ

た巨大な古木が立ち並び、異様な雰囲気をかもし出していた。天気は快晴、富士山や南ア

ルプスが良く見えた。頂上の景色を堪能して、林道のある登山道に下りてみた。１５分ほ

どかかった。再度、山伏に登り、わさび田経由で、登りと同じ道を戻り、無事、駐車場に

帰還した。 
２：浜松の上島から山伏を遠望した。また、沢口山、大札山、蕎麦粒山、に登り、山伏

を展望した。 
３：山伏に再度、挑戦：畑薙ダムへ行く途中、田代から林道に車で入り、山伏に登山す

ることにした。残念ながら、山頂の直前で山崩れのため、通行止めであった。天気は快晴

だ。真青な空のもと、山伏の超近接撮影に成功した。山伏の姿が脳裏に焼きついた。 
４：山座同定：山伏の山容が明瞭になった。浜松の上島から見える山伏は、間違いなく、

山伏であることが証明できた。山座同定が成功した瞬間だ。 
５：登山口：梅ケ島に行く途中にある日影沢の駐車場、登頂時間３時間。 
  または、畑薙ダム手前の田代から林道に入り上る、登頂時間はわずか２０分。 
６：見所：８月に咲くヤナギラン、しばしば、幻想的な富士山が見える。 
 
 
            平成１５年２月８日 中桶悟光（６５歳） 
 
 
 
 
 



「宇連山登山」 
１：宇連山登山開始：                        ３０ページ 
７月３日、鳳来寺山、別名・瑠璃山に登った。鷹打ち場展望台で出会った人に宇連山の

話を聞き、翌週、宇連山の登る決心をした。７月１０日、愛知県の県民の森から９２９ｍ

の宇連山登山に挑戦した。愛知県の県民の森は広大な公園、宿泊施設、キャンプ場、トイ

レ、等、実に良く整備された所である。飯田線の駅も近い。車なしでも行ける。案内板を

見て宇連山を目指した。距離は６ｋｍだ。明神山の２倍ある。頂上まで４時間かかると考

え、慎重に進んだ。やがてセキレイに橋に出た。更に、進むと下石の滝に出た。滝の景色

と冷たい清水を楽しみ、次の案内板に書かれたコースを進んだ。道は険しい。赤印を確認

しながら進んだ。道は、更に険しくなった。危険を感じた。登頂を断念して下山を開始し

た。すると、運よく次の案内板が見えた。道を間違えたことに気づいた。前進、前進、前

進を試みる。行けども行けども急勾配の坂が続く。また、道を間違えたかと不安になる。

やっと、尾根に出た。案内標識が見えた。頂上まで１．５ｋｍ、時間で１時間と記されて

いた一安心した。 
２：頂上征服：やっとの思いで頂上に着いた。苦労に苦労を重ねて宇連山の山頂を征服

できた。時間は３時間かかった。途中、２回も道を間違えた。山には危険が一杯だ。頂上

で、のんびり昼食を食べた。頂上に置いてある登山ノートに目を走らせた。積雪時に登っ

た人、運悪く雨の日に登った人、ガスで視界がきかない日に登った人、登頂に感激した人、

等々、ほとんどの人は２時間で登頂されている。あたりを記念撮影して下山することにし

た。下りは楽だと思った。来た道は西尾根コースであった。帰りは北尾根コースを選ぶこ

とにした。急勾配の下り道が、延々と続いた。変化に乏しい道だ。少々飽き飽きしてきた。

我慢、我慢した。我慢の甲斐あって、やっと案内板にたどり着いた。少し下ると、明治百

年記念広場に出た。つづいて、出会いの橋にさしかかった。後、１時間だ。頑張る。夏休

みのせいか、川辺には多くの家族、多くのグループがキャンプしたり、水遊びされていた。

やっとゴールした。ゴールには立派なレストランが見えた。そのレストランで、ゆっくり

食事を済ませ、水分を充分補給して帰路についた。 
注：平成１９年７月、６９歳で、再度、宇連山に登った。この時は、別ルートから登り、

往復７時間を要した。 
 
          平成２０年２月２５日 中桶悟光（７０歳） 
 
 
 


