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間ノ岳 農鳥岳 

       ８月１日～３日   鳳凰三山                小川 弘二 

山 名 鳳凰三山 山行名 例会・夏山集中登山 

ルート 
京田辺→夜叉神峠登山口Ｐ→夜叉神峠小屋→南御室小屋→薬師岳小屋→観音岳→地蔵岳→

鳳凰峠→鳳凰峠入口→広河原→夜叉神峠登山口Ｐ→京田辺 

山行日     2019 年 8 月 1 日（木）～8 月 3 日（土） 天 候 午前中晴・午後曇雨 

参加者 

リーダー： 小川       サブリーダー： 若林 

男性：藤村・中田・平尾・西川（洋）・木元 

女性：上杉・伊藤（典） 

参加者計 9 名 

夜叉神峠登山口Ｐルート概略図 コースタイム 

地 名 時：分 地 名 時：分 

京田辺 
発 06：00 

観音岳 
着 05：45 

着  発 06：05 

夜叉神峠登

山口Ｐ 

着 12：50 
地蔵岳 

着 07：45 

発 13：40 発 08：15 

夜叉神峠小

屋（泊） 

着 15：05 
白鳳峠 

着 10：56 

発 06：05 発 11：04 

南御室小屋 
着 10：30 

広河原 
着 14：40 

発 11：05 発 15：00 

薬師岳小屋

（泊） 

着 12：40 
京田辺 

着 01：50 

発 04：40   

メンバーが 9 名となり N さんが手配してくれた介護車で京田辺を出発。夜叉神峠登山口の約 2ｋｍ

手前で車後部から白煙とゴムが焼ける臭いがして停車し、確認すると後部ドアが 2cm 程度開いたまま

になっておりその為か介護車を上げ下げするリフトの動力が動きぱなしになり、異常が発生？したと

思われる。ＪＡＦに連絡し、修理を依頼することになり、

登山口駐車場まで何とか、車で移動した。そこで昼食を取

り、2 人を残し出発した。 

初日の工程は標準歩行時間で 1 時間であり、峠小屋に着

いたのが 15 時過ぎ。後発の 2 名は約 1 時間遅れで小屋に

到着。この日は我々9 名で貸し切りの状態であった。Ｙさ

んが差入れしてくれたＶＳＯＰを飲みながら小屋の若主

人を交え歓談。27 歳・独身のイケメン！花嫁募集中！！！ 

 

翌

日 は

若主人のご厚意で 5 時から朝食を戴き、白峰三山

に映えるＭorgenrot を見てから、次の宿泊地（薬

師岳小屋）に向けて出発。杖立峠・苺平を超え、

南御室小屋に到着したのが 10 時半。 

そこで昼食を取り、薬師岳小屋に到着したのが

12 時 40 分。小屋は 2 年前に新築したところでキ

レイであったが、最近、ヘリコプターが中々来て

くれず、食料品がやっとでこのままではビール等

の販売も今後は難しくなるとのことでした。因みに 500ｍｌの缶ビールを頼んだが 350ｍｌしかない

薬師岳小屋 

地蔵岳 

南御室小屋 

観音岳 

 

広河原 

夜叉神峠登山口

ＰＰ 

 
京田辺 

夜叉神峠小屋 

夜叉神峠登山口Ｐ 

白鳳峠 

北岳 
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という状態でした。荷物を小屋に置いて薬師岳に登る。 

翌日も天気が良く、4 時 40 分に小屋を出発し、薬師岳でご来光を

拝む。富士山も薄っすらと姿を見せてくれた。 

薬師岳から観音岳の稜線を左に白峰三山を眺めながら快適に歩

む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

観音岳に着いたのが、5 時 45 分。

鳳凰三山は「薬師岳」「観音岳」「地蔵岳」の 3 つの山の総称で日本百名山にも選ばれており、その中

で一番高いのが観音岳の２８４１ｍです。そこで山小屋で貰った弁当を食べたがご飯の量が誠に少な

く、あっと言う間に食べ終わった。ヘリコプターの影響がここにも出ているのかな？ 

最後は鳳凰山の象徴となっているオベ

リスクが見どころの地蔵岳です。賽の河

原と呼ばれる広い砂地が広がっており、

多くのお地蔵さんが祭られています。 

時間があれば頂上まで登りたかったが途

中で残念！ 

 そこから赤抜沢ノ頭を超え、高嶺に登り、白鳳峠まで降り

てきたが、急な岩場の下り等が多々有り、広河原に着いたの

が 14 時 40 分。昼飯抜きでバスにて登山口まで降りてきたが、

マタマタ車の前部から白煙と異臭。ＪＡＦを呼び、見て貰っ

たが原因判らずだが、エンジン部分は異常がないということで車にて田辺に着いたのが夜中の 2 時前

となった。 

 今回のコースは初級者コースということであったが、下山は非常に疲れました。体力的にも衰えて

きているのかな？ 

又、色々、ハプニングがあったが、無事帰れて良かったです。参加の皆様、お疲れさまでした。 

ヒヤリハット ・・・・・・・・・・ なし 
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   ８月１日～３日 夏山合宿 鳳凰三山 

                                                                             中田 繁男 

以前の例会で参加できず残念な思いした南アルプス登山に期待して参加しました。 

天気予報は週末快晴の絶好のコンディションのなか早朝から山梨県に出発しました。今月の富士登山

の疲れがやや残って不安でしたが、念願の鳳凰三山に行きたい気持ちが勝ってます。車のトラブルも

あり遅れて出発したが、にわか雨に祟られ夜叉神小屋で皆さんに合流できた。山小屋では初めて朝食

５時に炊き立てご飯、目玉焼き、みそ汁等を頂き大満足。 

 南アルプスの縦走路になっているそうで、若い人達がトレイルランの軽装で走り抜ける後をゆっく

りと進みます。若い方たちは１日で我々の２日コースを走りぬくそうです。若いって素晴らしい！！

初心者コースと言われる夜叉神峠から薬師岳小屋に着いた。薬師岳小屋はリニューアルオープンして

新しい建物で気持ちいい！（笑）夜中に標高 2700ｍ満天の星空に流れ星を久しぶりに鑑賞できて感激

です。３日目は早朝から本命の鳳凰三山に向かいます。昨日登った薬師岳から快晴の中ご来光、富士

山、ゆっくり鑑賞タイムを満喫した。 

鳳凰三山を尾根伝いに歩き踏破して最後の地蔵岳オベリスクを楽しみました。今回の最も苦しい時間

帯は地蔵岳から白鳳峠を越えて広河原まで約３時間の下山です。脚の疲れがピークに近い中急坂の道

をひたすら下るのですが、岩場、ガレ場、ハシゴ、ロープと Yケンより厳しい設定に流石にバテバテ

です。やっとバス停に着いて夜叉神峠までバス移動。やはり終わってみれば達成感があります。CL,SL

ありがとうございました。 

 

若林 憲治 

昨年の夏山登山 『白馬岳雪渓』登山から早一年 今年の夏山登山に参加する事で今回も日本百名山

の一山をクリアーする事が出来た。 

別に百名山を目指している訳では無いが結果として一山追加を心に刻む事が出来た。 

予定通リ 6:00am 新田辺出発 初日の宿泊地で有る夜叉神小屋には 

15:00pm到着 今回のコースは、CLの配慮で楽な縦走コースを設定したとの事で有ったが十分満足で

きた縦走コースで有った。 

三日間この時期特有の天候で午前中は快晴 午後には ガスが発生 

夕方には夕立 初日の夜叉神小屋迄の行程で夕立に有ったものの以降の行程は、直接夕立に合うこと

も無く天候に恵まれた登山であっ登山時の気温 15 度前後 夜は満天の星空 早朝にはご来光と富士

山 白根三山 甲斐駒 等の南アルプスを間近に見る事も出来 360 度の大パノラマ 道中 タカネビ

ランジ、シャクナゲの花が我々のひと時の疲れを癒してくれた。今回の企画には大満足の夏山集中登

山で有った。行程には岩場も沢山ありワイケン岩稜トレーニング実施 頭を三点支持で登頂訓練され

た Nさん 地蔵岳(オベリスク)の登頂を目指すも後の行程時間を考えて止む無く断念 是非次回は挑

戦して下さい。ご参加の皆さん色々とお疲れ様でした。 

                                      木元 隆司  

 

車のトラブルで一時はどうなるかと思ったが、予定どおり鳳凰三山を登って無事帰ることができて 

よかった。この時期は、朝は晴れるがだんだん曇ってきて夕方雨になる日が多いとのことだが、初日

の夜叉神峠小屋近くで少し雨に降られただけで、以降は天候にも恵まれて、北岳、間ノ岳、農鳥岳、

そして、甲斐駒ヶ岳の美しい山容を遠望することができ、気持ちよく歩くことができた。薬師岳では

ご来光を拝むことができ、また、うっすら富士山を眺めることもできた。鳳凰三山は、オベリスクを

初めとして、面白い形の岩が多い。鳳凰三山の登山コースとしては、やさしいコースとのことだった
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が、実際に歩いてみるとかなりしんどかっただけに充実感を得ることができた。みなさんお世話にな

りました。車の運転を分担しなくてすみません。普段ほとんど運転していないものでご容赦を。 

 

                                      上杉 郁子 

 １日目夜叉神峠着、昼食後登山開始、なぜかしんどくやっとのことで夜叉神峠小屋に着いた。 

２日目は体が慣れたのか大丈夫。３日目今日も晴れオベリスクの近くまで歩いたり、北岳、間ノ岳 

を見て昔登山したことを懐かしく思った。広河原までの下りは急な岩尾根の連続で３点確保をして慎

重に降りる。ゴロゴロした岩屑ばかりで林道に出る頃には脚が棒のようになった。“行きたい山がい

ける山ではない”の言葉が頭に浮かんだ。でも珍しいホシガラスやオコジョ、可憐な高山植物にたく

さん出会い山はやっぱり止めたくないと思いました。リーダーはじめ皆さんの支えに感謝します。 

 

                                      藤村 敏幸 

 ４年前の夏山合宿で北岳を登る途中、休憩の度に何度も見た鳳凰三山は山全体が林で覆われている

平凡な山のイメージでしたが、実際に今回登山してみると、色々と特徴のある所が沢山ありました。

地蔵岳の頂上は、山の上なのに川砂のような砂礫が一面に敷き詰められその奥に丸い岩を積み上げて

作ったような大きな岩山でした。そして砂の上に沢山の小さな地蔵さんが置かれていました。高嶺山

から白鳳峠までの間には、鎖や梯子が必要なＹケンの下りと遜色がない急な岩場が連続していました。

北アルプスでガレ場有り危険個所と地図に記載されている場所より数段危険な箇所でした。早朝の薬

師岳からは、遥か富士山を見ながら御来光を数分間眺めることができました。午前中は天候が安定し

ており薬師岳から地蔵岳までの稜線からは、白峰三山・甲斐駒ヶ岳・仙丈ヶ岳等の山を眺め、又足も

とに咲く高嶺ビランジの花も見ることができました。白鳳峠から広河原までの下りは予想通り急峻で

木の根っこをまたぐ所が多く、梯子、鎖もあり膝に負担がかかり、とてもコースタイムでは下山する

ことができない悪路でした。３日間無事全員縦走できるよう適度なペース配分をされたＣＬ・ＳＬそ

して我慢強く踏破された皆さんご苦労さまでした。 

 

平尾 繁和 

山友会に入会して初めて参加した夏山集中登山が白峰三山（1997年）、その後 2003年の集中登山が

甲斐駒ヶ岳・仙丈ヶ岳で、南アルプス北部の５座に登ってきました。残る鳳凰三山に登りたいと思い

山行希望にあげたところ、今回念願がかないました。昨年の白馬岳から始めた私のアルプス再入門も、

天候にも恵まれ無事終了しました。樹林のなかを歩くのは好きだし素敵ですが、３日目の岩峰の観音

岳、地蔵岳への稜線歩きが今回特に印象的でした。左に深い谷をはさんで北岳をずっと視野におさめ

ながら、右手のハイマツの下に湧き上がる雲海を朝日が照らしだすなか稜線漫歩を堪能でき、アルプ

ス登山の楽しさを思い出しました。足元にたくさんの小さな高山植物の花々を見つけ心豊かになった

充実した山行でした。とりわけ南アルプス特産のタカネビランジのピンクの可憐な花が砂払岳から観

音岳、地蔵岳にかけて花崗岩の脇や割れ目に根付き咲いている姿をたくさん目にでき感激しました。

みんなで高値「Ｂランチ」と称してその姿と名前を覚えてしまいました。また、ホシガラスを何度も

見かけ、ホンドオコジョも 2回、観音岳の岩の間を走り抜けたのと白鳳峠からの下山道、瓦礫の道か

らシラビソの樹林帯へ入る手前で 10ｃｍほどのかわいいオコジョが目の前でその姿を見せてくれる

など野鳥や動物との出会いもありました。終盤、高嶺から白鳳峠間と白鳳峠から標高差 883ｍの下り

がうんざりするほど長く岩場や急傾斜の難路が多く時間がかかりましたが、リーダのペース調整で全
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員バテもせずケガもなく無事下山できたのはなによりです。ハプニングもありましたが楽しい思い出

に残る夏山登山になりました。CL小川さん、SL若林さんはじめみなさんありがとうございました。 

帰宅後、山小屋で求めた冊子などで確認した花：タカネビランジ、ハクサンシャクナゲ、ゴゼ

ンタチバナ、ツマトリソウ、テガタチドリ、グンナイフウロ、ヒメコゴメグサ、タイツリオウギ、

ミネウスユキソウ、ミヤマバイケイソウ、ヤマオダマキ、マイヅルソウ、シモツケソウ、オトギ

リソウ、キバナノコマノツメ、コオニユリ、チョウジコメツツジ、カニコウモリ、ギンリョウソ

ウ、ヤマホタルブクロ、ウラジロナナカマド他 

参考までに、ヤマップ記録 

                             3 日間：18 時間 12 分、18.8ｋｍ、標高差 1,469ｍ 

累積標高 上り 2,251ｍ/下り 2,380ｍ   
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伊藤 典子 

 今夏の宿泊登山が不甲斐なかった富士登山で終わるのかと思うと（予定していた鹿島槍ヶ岳縦走は

即刻キャンセルしていた）あまりにも情けなく悔しかったので、既に締め切られていた夏山登山(鳳

凰三山)に参加できないかと山行部長に申し出たところ、車の手配やら直前のコース変更やらをご検

討いただき、参加を了解していただいた。後で聞いたことだが、1 日目のここでダウンしたら CL が

付き添って下まで戻るとか、2 日目のここなら誰がどう対応するかとか、色々なパターンをシミュレ

ーションして私を迎え入れて下さったようだ。多大なご配慮に感謝感謝である。 

 3 日間とも午前中は快晴で、薬師岳、観音岳、地蔵岳の鳳凰三山はもちろん、北岳、間ノ岳、農鳥

岳の白峰三山や甲斐駒岳の姿もばっちり見え、おまけにうっすら富士山も拝め、あちこちの岩場では

タカネビランジの花が咲き目を楽しませてくれた。二晩とも満天の星空も見られ、大満足であった。

登り始めは 10 分に一度の休憩を徹底し、終始ゆっくりペースで、小屋には早く着き、ゆったりと時

間を過ごせたのが私には快適だった。その分最終日が盛り沢山の行程となったが、身体が十分に対応

できた。広河原への下りは岩場あり、急な梯子あり、ゴロゴロ石の急坂ありと、全く気が抜けないコ

ースで、長く続く下りに疲れもピークとなったが、今回は本隊から一度も離脱することなく最後まで

無事に下山できた。心の隅にずっと不安な気持ちがあったが、（きっとご同行の皆様も心配されてい

たと思う）杞憂に終わった。少し自信が取り戻せた。また次も高山に挑戦したいと意欲が湧いてきた。

一時はかなり落ち込んだが、諦めないで良かった。連続 6 度目の夏山に乾杯！！ 

 色々ご配慮下さった CL、SL 様、ご一緒してくださった皆様、ありがとうございました。 

                                      西川 洋 

 今まで夏山集中登山は、私の知る限り７月下旬に行われていました。しかしながらどの山行も雨の

日に登っていたように思います。一般的に山の天気は８月上旬が一番安定していると聞いています。 

 来年以降の夏山集中登山は８月上旬に開催されることを望みます。 会社勤めの方々は平日に休み

をとることが困難と思われますので、一部のグループは土曜日日曜日を含めた日程で、考えてもよい

のではないかと思います。晴れた日に稜線を歩くのはとっても気持ちの良いことです。来年もまたよ

ろしくお願

いします。 

 

 

 

 

 

 

夜叉神峠登山口 夜叉神峠小屋 　白峰三山 　　夜叉神峠

　杖立峠前 　　苺平 　南御室小屋 小屋前のキャンプ場

　薬師岳前の林道 　薬師岳直下 薬師岳小屋 薬師岳頂上
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　御来光 観音岳への稜線 朝焼けの白峰三山 北岳をバックに

　甲斐駒ヶ岳 　高嶺ビランジ 観音岳頂上 地蔵岳への登り

地蔵岳の前に

並ぶ地蔵さん

　　地蔵岳 白鳳峠からの下り 　　白鳳峠出口


