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荒川三山

平成３０年９月例会山行計画
第一例会
上信越
第二例会
奥秩父
第三例会
御坂

８月３１日（金）～９月１日（土）
焼額山～岩菅山

担当者 板橋

９月９日（日）
北奥千丈岳・国師ヶ岳

担当者 白井

９月２２日（土）
三つ峠山

担当者 宮崎
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≪

南アルプス

荒川三山・赤石岳

≫

７月第三例会
７月１９日（木）～２２日（日）
参加者 板橋(Ｌ)、牛丸

計２名
―板橋 記―

７月 19 日（木）晴れ
9 時 50 分、静岡駅、静鉄バス発（予約制）
13 時 10 分－14 時 30 分、畑薙臨時駐車場（畑薙第１ダムではなくなった）
15 時 30 分、椹島ロッヂ、畑薙臨時駐車場－椹島ロッヂ間送迎バス¥3,000 は宿泊すれば無
料。宿泊した山小屋のレシート提示で帰路も無料。17 時夕食
７月 20 日（金）快晴 12 時からくもり 15 時から夕立 30 分
4 時起床、5 時朝食、5 時 40 分椹島ロッヂ発、12 時 45 分千枚小屋着、17 時夕食
コースタイム 7 時間 10 分、行動時間 7 時間 5 分
１）登山口は従来の滝見橋ではなく、5 分先の立派なつり橋を渡ること
２）清水平の清水は、特上のうまさ。冷たくてミネラル豊富（の気がした）
清水平で会った若い女性は「会社を辞め、12 日間で北岳から光岳までテント泊縦走中。
帰宅後北アルプスと飯豊連峰の縦走。9 月に再就職」
7 月 21 日（土）快晴 12 時からくもり
3 時 30 分起床、4 時 20 分朝食、4 時 50 分千枚小屋発、14 時 25 分赤石岳避難小屋着。
夕食は持参の物を食べる。
コースタイム 7 時間 30 分、行動時間 9 時間 35 分
7 月 22 日（日）快晴
3 時 30 分起床、朝食は食べずに 4 時 35 分赤石岳避難小屋発、11 時 15 分椹島ロッヂ着。
コースタイム 5 時間 30 分、行動時間 6 時間 40 分
【展望】
７月 21 日千枚小屋から 40 分、標高 2800ｍあたりで稜線に出る。北から（右から）悪沢
岳・中岳・前岳の荒川三山。ドーンと下って大聖寺平。左に大きく赤石岳、その陰に聖
岳。今日の目的地まで一目で見渡せる眺望はすばらしい。
7 時 45 分、快晴の下、悪沢岳頂上からの眺めも絶景だった。西（左）から御嶽山・乗鞍岳
と大きく見える仙丈ケ岳との間に小さく北アルプス。手前に塩見岳。甲斐駒ヶ岳の左に蓼
科山右に八ヶ岳。北岳・鳳凰三山・金峰山・瑞牆山・甲武信ヶ岳
7 月 22 日朝 4 時 44 分赤石岳避難小屋から見る、雲海から上がってくる日の出も素晴らし
かった。
【お花】
高山植物は最盛期だった。お花が多かったのは 2 ヶ所
１） ７月 21 日千枚岳からの下りタカネビランジ（白花・ピンク）マツムシソウ・イワベン
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ケイ・イワオウギ・ミヤマコウゾリナ・シロツメクサ・ウサギギク・ミツバツチグ
リ・チシマギキョウ・イブキジャコウソウ
２） ７月 22 日、稜線から赤石小屋に下る下降点から 30 分間タカネヤハズハハコ・もう 1
種ハハコグサの仲間・オトギリソウ・チングルマ・ミヤマオトコヨモギ・ハクサンイ
チゲ・イブキジャコウ・ハクサンフウロ・ミヤマハナシノブ・ミヤマグンナイフウ
ロ・ミヤマタンポポ・ハクサンチドリ・ウマノアシガタ・ウサギギク・チシマギキョ
ウ・ネバリノギラン・サラシナショウマセリ科の白い花・タデ・ヨツバシオガマ・ミ
ヤマコウゾリナ・キンポウゲ・トリカブト・クルマユリ・ツクシカラマツ・マツムシ
ソウ・ニガナ・・ミソガワソウオミナエシ・シダの仲間
【山小屋】
（椹島ロッヂ）７月１９日泊

１１００ｍ

１８０名

宿泊した３山小屋は１０名未満は予約必要なし。
¥9,000＋¥2,000 で 4 畳半の個室に泊まった。風呂・ウオッシュレット有り。
下山後 13 時まで¥500 でシャワー利用できる。更衣室で着替えをした。
車が行っている割には食事はワンプレートで質素。山小屋というより飯場といった感
じ。
（千枚小屋）７月２０日泊

２６００ｍ １００名

1993 年と 2009 年に火災で焼失。現在の建物は 2012 年に再建。まだ真新しくとてもき
れい。富士山が真正面に見える居心地の良いテラスがある。夕食までの間、持参の菊水
を飲む。至福の時。屋外に洗面所、水も飲用できる。トイレは屋外に 4 つ。和式、踏み
台に足を乗せると蓋が開く方式。寝場所は 1 人 1 畳、布団は無く Coleman のシュラフ。
快適に寝られた。夜間はヘッドランプが要る。
（赤石岳避難小屋）７月２１日泊 ３１００ｍ ４０名
足と足が５０ｃｍほど重なるように Coleman のシュラフに寝る。１畳に 2 人状態。夜中
に肩と肩がぶつかった。トイレは屋外に２つ。和式、汲み取り式で便器に木の蓋がして
ある。清潔感は無い。洗面所は無し。外の雨水タンクの水で顔を洗う。石油ストーブの
上のヤカンのお湯は無料で使える。窮屈なのが嫌いな方は土曜日の山小屋泊は避けた方
が良い。
（荒川小屋）７月２１日 １１時１０分 ２６００ｍ
ブルーベリーチーズケーキとコーヒー￥８００

下り 3 分で冷たい水の水場有り

（赤石小屋）７月２２日 ７時３０分 ２５００ｍ
白桃のタルトとコーヒー￥８００ 外の飲料タンクから水を補給できる
【コースタイム】
７月２０日（金）
5・40 椹島ロッヂ－5・55 滝見橋－6・00 大きい吊り橋－8・10 小石下 8・15－10・20
わらびの段 10・40－11・55 駒鳥池 12・00－12・45 千枚小屋
７月２１日（土）
4・50 千枚小屋－5・30 稜線に出る－5・50 千枚岳 6・10－7・00 丸山 7・10－7・45
悪沢岳 8・15－8・45 きつい下り・鞍部－9・20 中岳避難小屋 9・30－9・55 前岳 10・00
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－11・10 荒川小屋 11・50－12・20 大聖寺平－14・20 赤石岳－14・25 赤石岳避難小屋
７月２２日（日）
4・35 赤石岳避難小屋－5・00 赤石小屋への下降点－6・50 富士見平 7・00－7・30
赤石小屋 8・00－9・40 樺段－11・15 椹島ロッヂ 13・00－14・00 畑薙第１ダム
【費用】
東京－静岡(¥3,350＋特¥2,480)x2＝¥11,660
静岡－畑薙第１ダム¥3,100ｘ2
椹島ロッヂ¥9,000＋個室¥1,000
千枚小屋¥9,000＋トイレ費¥100
赤石岳避難小屋¥6,000＋トイレ費¥100
椹島ロッヂシャワー代¥500
合計¥43,560

≪

役員会のお知らせ

日時

９月３０日(日) ９時３０分から１２時まで

場所

IKE BiZ

議題

来年上期の山行計画策定・その他

≫

としま産業振興プラザ

★７月第一例会の東北 裏岩手連峰は天候不良のため、１０月第一例会として１０月５日
(金)・６日(土)に改めて実施することになりました。
★7 月第二例会の上信越 八間山～弁天山は天候不良のため、中止になりました。
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