
　最近の箱根山が噴火しそうな雰囲気に

加え、前日までの天気予報で降雨率が

50％と 60％を行ったり来たりしていた

こともあってか、普段は箱根行楽や丹沢

登山で混雑しているはずの、小田急新宿

駅も快速急行も５月 24 日は驚くほどガ

ラガラであった。

　おかげで予定より１本前の快速急行に

乗れたので、余裕を持って新松田駅で下

車、のんびりバスを待っている間に日差

しが強まってきて、今日は雨が降らない

ことを確信した。

　登山者は私たちしろうまの会だけとい

う、これもまたがら空きのバスに乗るこ
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■レポート　小笠原新也　■参加人数13 人（要サポート１名）

幹事　三田村、中村 ( 珠）、大羽



と 10 分で高松山入口バス停で下車。そ

こから東名高速道路下の公共ＷＣ前に移

動し、しばらくの山行準備の後、高松山

へ出発。

　最初はいきなり舗装道路の急登で始ま

る。しかし、舗装道路で足場もしっかり

してい道幅もあるので歩きやすく、あっ

という間に高度を稼いでいた。背後には

もう指呼の間に太平洋が見えていた。

　いったん舗装道路が切れて、途中で竹

藪わきの細い抜け道を抜けた後、再び舗

装道路に入る。右側にはみかん畑が広

がっているが、もちろん黄色い実はなく

青々とした樹々のみ。やがてその舗装道

路も切れて山道に入る。それまで夏のよ

うな強い日差しが樹林の中に入ると和ら

ぎ、快い涼風が吹いてくる。涼しい中で

山道は穏やかな傾斜を保ったまま続いて

いるので、疲れることもなく順調に高度

を稼いでいく。道幅は 1 人しか通れない

ほどの幅であるが、あまり人が歩かない

分、えぐれたりすべすべしたりする箇所

が全くなくむしろ歩きやすい。

　出発してから２時間弱で途中のポイン

ト、ビリ堂に到着。深い樹林の中に、堂

という建物も祠さえもなくただ小さな石

像３体あるのみの謎めいた場所である

が、さらにその脇にちゃんと水も出る水

道が立っていてますます不思議な場所で

ある。

しばらくの休止の後、山頂に向けて出

発。その先から道の傾斜は強まり、丸太

階段２５０段や荒れ気味の箇所など ” 難

所 ”（別に大したところでもないが）を

クリアして山頂につながる尾根の上に達

したのはビリ堂を出発してから４５分後

であった。そこから相変わらず樹林の中

を緩やかで優しい尾根の道を上がってい

くと視界がパーッと広がり、まぶしい光

景が目に入ってきた。

　そこは、標高 801 ｍの、草を刈りそ

ろえられた広い山頂広場であり、南西

方向に 180 度パノラマが広がっていた。

驚いたことに５月末に近いのに富士山が

山頂広場

きれいな富士山

下山中の休止 尺里峠到着
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下山中



美しい曲線で裾を広げているお姿がくっ

きり見えていた。さらに視線を左にずら

していくと箱根の山々をバックに松田市

の市街地が広がっているのが見下ろせ、

さらに左に行くと伊豆大島が浮かぶ太平

洋が広がっていくのがよく見えた。私は

この高松山は４回目であるが、今回が一

番のグッドビューである。しかも山頂広

場には１組の登山グループ以外誰もいな

い。ほとんどしろうまの会で山頂も展望

も独り占めしているようなものである。

それはまさに、雨天予報にもめけず、標

高差 711 ｍもの山行を強行した私たち

への高松山からのプレゼントである。

　パノラマを堪能してから下山にとりか

かる。急な丸太階段を下り終えるとあと

は優しい尾根の道を尺里峠に向けて下っ

て行く。１時間ほどで尺里峠に到着。そ

こからは舗装道路が始まるが、ちょっと

回り道して、私たちが登ってきた高松山

と富士山が一緒に見えるビューポイント

や廃校、牛小屋などを眺めながら歩いて

いき、やがて忍耐を強いられる退屈な長

い舗装道路の下りが始まった。山頂を出

発してから２時間半で高松山入口バス停

に到着。10 分もしないうちにバスがタ

イミングよく来て、

うまい具合にがら

空きの新宿行き

快速にも乗れて

無 事 に 高 松 山 山

行を終えた。

三ツ峠山
  　 （標高 1785 ｍ）

7月山行
2015年7月12 日（日）

山梨県

■レポート　及川由紀子　　■参加人数17 人（要サポート３名）

　７/12（日）、晴れ。朝、７時過ぎに新

宿駅バスターミナルへ到着。既に、高橋

正人さんと鹿野さんがいらっしゃった。

そして、待つこと 40 分近く。その間、

皆様、続々到着。

　高橋正人さんが皆さまの切符を買って

下さったり、臼田さんに連絡を入れたり

して下さる。７時 40 分に京王バス富士

五湖線が出発。久しぶりの週末の晴れ間、

行楽に行く方が多いのか渋滞していた。

40 分の遅れで河口湖駅前に到着した。

　そこからレンタカー。レンタカー到着

を待つ間、駅前に駐車のピンクの車体で

スムージーを売っているカッコイイお兄

さんと綺麗なお姉さんの作るソフトク

リームをいただく。濃いお味で美味し♪

　運転手は、高橋良治さん、高橋正人さ

ん、鹿野準一さんの３人で車３台。分か

れて乗車し、車中わいわい賑やかに走る

が、間もなく三ツ峠登山口というところ

で、あれ？おいおい、どこに行くの？？？

となる。おかしいな～と思っていたら、

バス停到着

廃校
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新宿駅西口 7：40発 ( 高速バス）⇒河口湖駅着 10：20着（レンタカー）三ツ峠登山口
12：05 発⇒四季楽園着 13：35（昼食）14:15 発⇒三つ峠山頂（開運山）着 14:40　
14:50 発⇒三ツ峠登山口 16：05着（レンタカー）⇒河口湖駅着 16：40着 17：10発 ( 高
速バス）新宿駅着 20:50

新宿駅発 08:31 ⇒ 8:53 新松田駅着、9:35 新松田駅発（バス）⇒ 9:50 高松山登山口バ
ス停　⇒ 11:50 ビリ堂⇒高松山山頂着 12:35( 昼食）、13:35 頂上出発⇒ 14:30 尺里峠
⇒ 16:30 高松山登山口バス停⇒ 16:45 新松田駅着、17:20 発⇒ 18:47 新宿駅着（解散）



これから頂上を目指すことに。

　頂上近くは急登で、砂礫の地面で滑り

やすかったのは、以前６月に下見に行っ

た頃の話。

　この日は、梅雨時に続いた雨で砂礫が

流れ、砂礫の下のしっかりした地面が露

出し、滑ることも少なく下見に行った時

よりも、比較的に歩きやすかった。しか

し、急な坂道であり、珠緒さんを支えて

皆で登る。そして頂上。

　雲が多く、遠くの眺めが今ひとつで、

富士山も微かにあの辺だ、くらいにしか

見えず、感動少なめ。晴れていれば、富

士山の裾野に通じる稜線が流れるように

きれいに見えるという、素晴らしい眺め

が見えるはずなのに。

　頂上にいらっしゃった観光客の外人の

方が合同写真を撮ってくださり、お礼を

言って下山開始。

　ハーネスをつけた珠緒さんを、私たち

珠緒班は滑らないように注意をしながら

下山する。なにせ、急な坂道である。そ

して、そのまま三ツ峠登山口まで下山を

していく。

　追いついたり、追い越したり、追い越

されたりを繰り返しながら、下山時の珠

緒さんは頑張る。足も早い。高橋良治さ

ん、松本里奈さんもサポートに入るが、

もうちょっとで駐車場というところで、

市川さんの懸命な判断が下る。

　そして、堀江さんが珠緒さんをおんぶ

することになり、市川さんは珠緒さんの

リュックを自らのリュックの中に入れ、

背中に背負うことになった。

　しかし、堀江さんがいて助かった。万

が一のことを考えて、こういう班員の設

定をしたのかと、高橋正人さんの班組み

換えに脱帽する。

　そして駐車場に着き、そこでちょっと

小休憩。ホッとする。車に分乗し、河口

湖駅前に行く。ほどなくバスが来て無事

に乗車するが、久しぶりの雨の降らない

行楽日だった為か、帰りのバスは渋滞に

巻き込まれ、２時間も余計に掛かって新

宿駅前に到着する。

食べて飲んで、そして寝て、乗り換えも

ないバスの中ではゆったりして、トイレ

も付いていたので良かった、たっぷり寝

て、そして新宿駅に着いた。

天下茶屋の大きな看板が見え、あら、こっ

ちじゃないよと大きな声で言ってみる。

　今まで、３回三ッ峠山に登ったが、初

めて天下茶屋に来た。天下茶屋がこうい

うところだと見ることができたので、こ

れはこれで良しとしようと思い（私の心

中です）、引き返してトイレ近くの駐車

場の方へお願いしますと言ってみる。

　トイレ近くの前で車３台を停めて、ま

ずは皆トイレへ。そして、高橋聡さん、

飯田さん、珠緒さんグループの各班に分

かれて登山開始。

　珠緒さんと仲の良い松本里奈さんが一

緒の班なので、珠緒さんもご機嫌のよう

だ。道幅が２ｍ近くもあり、ところによっ

ては石がゴロゴロしているが、両脇から

のサポートもしやすく、歩きやすい登山

道である。

　間違えようのない一つしかない登山道

であり、歩きやすいので、少々油断。

珠緒さんの班の一員として歩いていた為

に、全員を先導することを考えていな

かった。それ故、私たち珠緒さんの班は、

二股に分かれる道を右側に取り、三ツ峠

小屋の方に行き、その高台から見る富士

山が綺麗・・・のはずが、雲で何も見え

ない。ここからの富士山の眺めが最高な

のだが、残念である。

　そこから少し歩くと、だだっぴろい広

場がある。昼食にしますかと、足が痛そ

うな珠緒さんのことを考え、ここで休憩。

四季楽園の裏にあるトイレに行こうとす

ると、四季楽園の前の休憩所に皆さんが

いらっしゃった。

　先に歩いていた皆は、二股の分かれる

道で左側を選んで行ったらしい。右を選

ぶと三ッ峠小屋で富士山が間近に見れ

る・・・ということを言っていなかった

自分を反省する。しかし、今日は雲がか

かり、まるで富士山を見られなかったわ

けだから、まあ、どちらの道を選んでも

大した違いはない。

　食事の場所がベンチの少ない眺めの良

いだだっぴろい広場か、それともベンチ

があるが眺めがまあまあの休憩所かの違

いだけである。お昼ご飯を食べ終わると

頂上を目指す由、急途引き返し、私達珠

緒さんの班もご飯を食べることにした。

　食べ終わり、四季楽園の前の休憩所に

いる皆のところへ行って合流して、さて、

四季園で昼食 山頂への最後の道登山道 山頂
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■夏山計画（申し込みは締め切りました）
日程：8/22( 土）~24（月）

行先：金峰山（2,599 m 奥秩父）

日程：8/22( 土）東京発（新宿または高尾集合）→（電車）塩山駅→（タクシーまた

は定期バス）→大弛峠（2,360m）小屋に荷物を置いたあと時間があれば国師

岳（2,592 m）、北奥千丈岳（2,601m）へ登山→大弛小屋（泊）

　　　8/23( 日）大弛小屋から金峰山往復後、タクシーまたは定期バスで塩山まで　

　　　※１泊の人は塩山より帰京。

　　　※ 2 泊希望者は、麓の温泉等で一泊して翌日 8/24（月）観光をして帰京

■納涼船に乗ってきました
７月 25 日、竹芝ターミナルを出航し、

東京湾をぐるっと巡る納涼船クルーズ

に参加してきました。この日も猛暑で

したが夜の海の上は比較的涼しく、抜

群の夜景を堪能しました。船内の上下

移動にはバリアがあるものの、今回 A

デッキに優先搭乗させてもらい、大満

足です。暑い中走ってくださった T さ

ん、お疲れさまです。ひさしぶりにお会いした方とも近況をお話する事ができ、涼し

い夜を楽しむ事ができました。ありがとうございます！■私の車の温度計、外の温度

がいつも普通に 35℃です（古河市）。なかなか今年もいい暑さですね■夏山、行って

らっしゃい。皆さんの写真を楽しみにしています。全員元気で下山してね！（若杉）

i n f o r m a t i o n

撮影　奥山
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ご連絡・お問い合わせ（お気軽にお問い合わせください）：shirouma@sd5.so-net.ne.jp
ホームページ：http://www.shirouma.net　 

facebook：https://ja-jp.facebook.com/shirouma4620


