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安全登山最優先の山行を！ 

待ちに待った夏のﾋﾞｯｸ山行

の季節が到来しました。安全登

山に徹し、遭難事故は絶対起こ

さないという決意のもと、余裕

のある行程、ち密なﾘｽｸ予測に

基づいた精度の高い山行計画、

悪天候が予想される際は躊躇

なく中止または日程変更･撤退

を、ﾂｴﾙﾄ、ｽﾄｯｸ､ｱｲｾﾞﾝ、ｴﾏ-ｼﾞ

ｪﾝｼ-ｼ-ﾄ、ﾎｲｯｽﾙ､携帯電話(含予

備電源)等の安全装備必携、地

元警察署または登山口ﾎﾟｽﾄに

登山届を、個人山行の際は、家

族に計画書を残し、TTCに必ず

登山届の提出を。万一の際にあ

なたの命を助けます。 

新ＨＰの立ち上げについて 

4/上に nifty ｻｲﾄに再ｵ-ﾌﾟﾝ

した TTC-HP が、「丹沢ﾄﾚｯｷﾝｸﾞ

ｸﾗﾌﾞ」等のｷｨ-ﾜ-ﾄﾞ検索ができ

ないこともあり、ｱｸｾｽ数が半減

していること、HP 運用担当者

の交代に向けての具体策の促

進等を総合的に判断し、HP の

構成、ｺﾝﾃﾝﾂ、運用方式等を全

面的に見直した上、新 TTC-HP

の開設に向け、HP-WG ﾒﾝﾊﾞを中

心に作業ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄを立ち上げ、

作業を開始しました。HP制作･

運用に関し、ご協力いただける

ﾒﾝﾊﾞを募集しています。また、

新 HP 作成に関し、ご意見・提

案等ございましたら、最寄りの

WG ﾒﾝﾊﾞまでご一報ください。 

女性ﾘ-ﾀﾞ育成ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑｽﾀｰﾄ 

 TTCの懸案事項である女性ﾘ-

ﾀﾞ育成を加速するためのﾌﾟﾛｸﾞ

ﾗﾑが、7/6実施「奥秩父金峰山

山行」からｽﾀ-ﾄしました。これ

は若手女性ﾒﾝﾊﾞに計画立案/実

行/山行記録作成までの一連の

ﾘｰﾀﾞｼﾞｮﾌﾞを習熟頂くためのﾄﾚ

-ﾆﾝｸﾞです。その第 2弾として

乗鞍岳山行が予定されていま

す。皆様の温かいご支援を！ 

 

 

 

 

山行実施結果報告 

☆ 鹿 沼 岩 山 ( 提 案 ) ★ ★

6/22(土)日帰、ﾊｲｴ-ｽ利用。参

加 13名。天候:晴一時雷雨。CL/

計画：、SL、会計、救護:ｽﾀｯﾌ

名削除。標高差 70mの濡れた岩

場下降は危険につき中止。 

☆奥秩父大弛峠・金峰山(提案)

★★7/6(土)日帰、ﾏｲｶ3台利用。

参加 14 名。天候:曇時々霧雨。

CL/計画：、SL、会計:、救護:ｽ

ﾀｯﾌ名削除。女性ﾘ-ﾀﾞ育成ﾌﾟﾛｸﾞ

ﾗﾑ実施第 1号。展望と花は今一

だった。温泉割愛。 

☆上越国境蓬峠（提案）★★

7/6(土)-7(日)1泊 2 日、公共交

通利用。参加:6名。天候:曇時々

小雨。CL、SL、会計/計画：、

救護:ｽﾀｯﾌ名削除。峠付近は百

花繚乱。 

★根子岳･四阿山(定例)★★ 

山山山ののの花花花・・・野野野ののの花花花    
クロユリ【黒百合】（ﾕﾘ科ﾊﾞｲﾓ

属の多年草・高山植物） 

 

 ﾐﾔﾏｸﾛﾕﾘ(2012.8.6白山室堂付近) 

 
 

 

 

 

 

 

7/13(土)-14(日)1泊 2日。ﾊｲｴ 

-ｽ利用。参加10名。天候:晴時々

曇。CL/計画:、SL、会計:、救

護:ｽﾀｯﾌ名削除。花々を愛でな

がらの百名山登山。 

 

 

◇北ア常念岳･蝶ヶ岳(提案)★

★☆7/27(土)-29(月)2泊 3日。

ﾚﾝﾀｶ/公共交通利用。申込4名。

CL/計画:、SL、会計:、救護:ｽﾀ

ｯﾌ名削除。 

◇利尻岳・礼文岳(提案)★★★

7/28(日)-7/31(水)3泊 4日、航

空機利用。申込8名。CL/計画:、

SL、会計:、救護:ｽﾀｯﾌ名削除。 

◇南ア塩見岳・農鳥岳(提案)

★★★8/10(土)-13(火)3 泊 4

日、公共交通利用,申込 4 名。

CL/計画:､SL、会計:、救護:ｽﾀｯ

ﾌ名削除。 

 

北海道、千島､ｻﾊﾘﾝ､ｶﾑｼｬｯｶ、ｱﾒﾘｶ

北西部に自生するｴｿﾞｸﾛﾕﾘと本州の

中部山岳、月山、飯豊山に自生する

ﾐﾔﾏｸﾛﾕﾘの 2 種がある。ﾐﾔﾏｸﾛﾕﾘは標

高約 2000m 以上の亜高山帯～高山帯

の草地に自生し、背丈 10-30 ㎝で、

6-8 月に茎先に数輪の暗紫褐色で長

さ約 3cm の花を斜め下向きに咲かせ

る。我国西限自生地である白山に一

大群生地があり、石川県の「郷土の

花」になっている。ｴｿﾞｸﾛﾕﾘは高山だ

けではなく北海道の原野にも自生し、

背丈約 50cm にもなり、花数も多い。 

ﾐﾔﾏｸﾛﾕﾘは染色体が 2 倍体(染色体

数:2対 24本)であるのに対し、ｴｿﾞｸ

ﾛﾕﾘは 3 倍体(3 対 36 本)である。ど

ちらも主として地下の鱗茎が分裂し

て増えるが、2倍体のﾐﾔﾏｸﾛﾕﾘは種か

らも増える。発芽して 10年たち複数

の花をつけるようになると、雄花だ

けではなく雄蕊と雌蕊を持つ両性花

を咲かせ、その実はやがて発芽する。 

時に黄色い斑点が多いｸﾛﾕﾘをｷﾊﾞﾅ

ｸﾛﾕﾘと呼ぶ。かつて群生していた北

八黒百合平にｸﾛﾕﾘは殆ど見られない。 

ＴＴＴＴＴＴＣＣＣ通通通信信信   
丹沢トレッキングクラブ 代表：坂本 達治 TEL:046-241-6839  URL:http:// tanzawatorekking.sports.coocan.jp/ 
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6 月の花「ヒメサユリ」の補遺 

外見が似ているﾋﾒｻﾕﾘとｻｻﾕﾘは

以下の 2 点から区別できる。外観：

雄蕊の先端が、ﾋﾒｻﾕﾘは黄色、ｻｻﾕﾘ

は赤褐色。自生地：ﾋﾒｻﾕﾘは新潟・福

島･山形のごく限られた山域。ｻｻﾕﾘ

は中部山岳以西、四国・九州の山地。

TTC山行で見た大台ケ原大杉谷、北ｱ

笠ヶ岳の花はｻｻﾕﾘである。 

 

◇北ア槍ヶ岳･大ｷﾚｯﾄ・北穂高

岳 (提案 )★★★★ 8/10(土 ) 

-13(火)3泊 4日。ﾏｲｶ利用。申

込 5名。CL/計画:、SL、会計：、

救護:ﾏｲｶ提供:ｽﾀｯﾌ名削除。 

◆北ア乗鞍岳 (定例 )★★

8/24(土)-25(日)1泊 2日。ﾏｲｸ

ﾛﾊﾞｽ利用。申込13名。CL/計画:、

SL、会計:、救護:ｽﾀｯﾌ名削除。 

 

◇西丹沢高松山はなじょろ街

道(提案)★☆9/14(土)日帰、公

共利用。申込み:16 名。CL/計

画：、SL、会計：、救護:ｽﾀｯﾌ

名削除。 

◇南ア北岳・間ノ岳・農鳥岳(提

案)★★★9/21(土)-23(祭)夜

行 2泊 3日、公共交通利用。申

込:7名。CL/計画:、SL、会計：、

救護:ｽﾀｯﾌ名削除。往路夜行ﾊﾞｽ

利用。 

◇中ア空木岳・木曽駒ヶ岳(提

案)★★★9/21(土)-23(祭)2泊

3 日。ﾃﾝﾄ泊・ﾏｲｶ利用。申込 4

名。ＣＬ/計画:、SL/救護:、会

計:ｽﾀｯﾌ名削除。標高差 2000m

池山尾根を登る。かなり健脚向。 

 

◆岩殿山(定例)★☆9/28(土)

日帰､公共交通利用。申込:16

名。CL/計画:、SL、会計:ﾅｼ、

救護:ｽﾀｯﾌ名削除。 

◇塩原渓谷･自然探究路(ゆ)★

☆10/26(土)-27(日)1泊 2日。

ﾊｲｴ-ｽ利用。申込:12 名。CL/計

画:、SL、会計:、救護:ｽﾀｯﾌ名

削除。温泉と紅葉。 

◇屋久島宮之浦岳・永田岳・白

谷雲水峡(提案)★★★10/27 

(日)-30(水)3泊 4日。ﾏｲｶ/航空

機/ﾀｸｼ/利用。無人小屋 2泊/民

宿 1泊。申込:9名。CL/計画:、

SL、会計:、救護:ｽﾀｯﾌ名削除。

事前訓練山行有。 

 

 

 

富士登山考：抜本改善を！ 

 この度富士山が世界文化遺産

に登録された。古くから続く日

本独特の富士信仰登山の文化的

歴史的価値が認められての登録

だ。地元では、これを契機に入

山料の徴収と弾丸登山(日帰り

登山)の自粛を呼びかけている。

富士山の登山者は、7-8 月の約 2

ヶ月間に 30 万人を超え、週末は

1日 1万人以上の登山者が押し寄

せる。その 60％以上が富士吉田

登山道に集中する。ところが山

小屋の収容人員は 2000 人余り。

したがって、大半の登山者はい

わゆる弾丸登山になる。ｼ-ｽﾞﾝ中

の富士山の登山道と山小屋の混

雑状況はまさに狂気の沙汰であ

る。登山ｼ-ｽﾞﾝ中の富士山は完全

にｵｰﾊﾞﾕ-ｽであり、有料ﾄｲﾚは整

備されたが山小屋の設備とｻ-ﾋﾞ

ｽは劣悪のまま。これを改善しな

い限り世界文化遺産の名に恥じ

る。地元山梨県も静岡県もこれ

を契機にさらに観光客を呼び込

もうとの魂胆見え見えである。

富士信仰登山の精神に立ち返り、

その名に恥じない対策を早急に

実施してほしい。①信仰登山が

じっくり体験でき、自然破壊が

これ以上進まない人数に登山制

限。②山小屋の設備･ｻ-ﾋﾞｽを北

ｱﾙﾌﾟｽの山小屋並みに改善。登山

口に登山者が休憩できる大型の

ﾚｽﾄﾊｳｽを整備。③4本ある登山道

を整備し、吉田登山道への登山

者集中を改善。富士浅間神社を

起点とする 1 合目からの富士登

山を PR・奨励。④上記対応に見

合った入山規制と入山料の徴収。

⑤外国からの登山者には別枠の

規制・予約制度を整備。 

山に想う   
冬の西沢渓谷 

♯087 氏名削除 

昨年の 2 月 11 日に、西沢渓

谷へ TTC のメンバ 16 人と氷瀑

見学に行きました。TTCの山行

で冬の西沢渓谷の氷瀑鑑賞は

３回目だとの事。初めての私は

氷の芸術楽しみにしていまし

た。 

天気も良くネトリ広場で、ア

イゼンを履き、30分かけて三重

の滝へ。エメラルドグリーンの

滝壺と氷のレースが美しい。道

は凍っていて、アイゼンを履い

てはいるが、転ばないように慎

重に歩く。母胎内渕～カエル岩

～七ツ釜五段の滝と進み周遊

コースの終点であるネトリ広

場へ戻ってきて、リーダーから

「アイゼン外したい人は、外し

てください。」と言われ、外し

た。歩き出してすぐ水溜りが凍

っていることに気がつき、気を

つけなくてはと、思った瞬間仰

向けに転んでしまった。右手で

止めようとして、全体重がかか

ったらしく手首に激痛が走る。

痛くて立てず、ザックを引っ張

って立たせてもらった。 

その後はTTCのメンバが手際

よくペットボトルを半分に切

って添え木にして下さり、痛み

止めが出たり、三角巾や湿布、

お茶を飲ませて下さり、あっと

いう間に救急車も登場、付き添

い付で病院へ、運良く当直医が

整形の医師で、すぐレントゲン

をとり右手首の骨2本折れてい

ることが判明。 

私の不注意でメンバの帰宅

時間が遅くなってしまい、本当

に申し訳ないと思いましたが、

予定していなかった入浴でし

たが、リラックス出来て良かっ

たと、気遣いの言葉かけて下さ

り、有難かったです。ドライバ

ーのＩさんに、自宅まで送って

もらい、助かりました。 

その後も皆様から大丈夫で

すかと、葉書やメール頂きまし

た。何気なく生活していました

が、片手が使えない事は、どん

なに不自由な事かとか、人は大

勢の人に支えられて生きてい

るのだと、しみじみと考えさせ

られました。 

またTTCのメンバと山に行く

ことが出来る幸せをかみ締め

ています。どうぞ これからも

宜しくお願いいたします。 
次回は氏名削除さんの登場です。 

 

８月例会：夏休みにつき 8月例

会はお休みです。 


