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《《《《まずはじめにまずはじめにまずはじめにまずはじめに・・・・・・・・》》》》    

チームみちのくは、東北の沢に行こう！ということで次第に盛り上がり、冬からのク

ライミング＆飲みメンバー（通称チームいけるクチ）に高橋さんが加わって今年の春

に結成されました。まず初めにしたことは、キックオフという名目での飲み会でした

‥。しかし、行く先が朝日連峰の岩井俣沢に決まり、5 月下旬からはトレーニングスケ

ジュールを立てて、きっちりこなし、みんなでレベルアップしていきました。そして

いよいよ本番の日を迎えたのでした‥。 

 

8888 月月月月 13131313 日日日日（（（（土土土土））））・・・・晴晴晴晴れれれれ（（（（一木一木一木一木））））    

福岡―(飛行機)―新潟―(バス)―新潟駅―(車)―喜多方経由、関根駅でステビバ 
 

本番当日の朝、6：45 に空港集合だったのだが、一木と高橋さんはターミナルを間違

えて別の場所でしばらくボーっと待っていた。すぎっちは少し遅れて到着。3 人で第一

ターミナルに着いたときは、ただひとり時間通りに着いていたもっちーが腕組みして

待ちかまえていた‥。そして、金姉はいつまでたっても現れない。はらはらして待っ

ていると、7：10 くらいにようやく到着。しかし、髪はボサボサ、目は血走っており、

散々な様子だ。聞けば、徹夜するつもりが途中で寝てしまい、集合時間の 6：45 に目

が覚めたらしい‥。と最初から波乱含みではあったが、どうにか勢ぞろいして出発。

見送りに来てくれた藤岡さん、双川さん、今村さんに別れを告げて新潟へと向かった。 

ところで、出発の一週間くらい前から、東北地方は雨続きだった。調べてみるとかな

りの雨量で、岩井俣沢の麓の村では床上浸水の被害もあるほど・・。トレーニングで

は雨に降られたことはほとんどないのに～、と考える間もなく新潟に到着してしまい、

まずは空港で作戦会議となった。やはり岩井俣は無理だろうということで、早々に諦

める。この時点で、日程をずらして短めの朝日の沢に入ろうということになった。（後

にこの計画はさらに二転三転することになる。）新潟駅周辺で地図や資料を集め、さら

に会議を重ね（知らない町で調べたり決めたりするのって本当に疲れる）、明日の予定

は山形の大滝沢と決め、レンタカーを借りて山形方面に向かうこととした。普段山に

行くときも車の移動ばかりなので、やっぱり車が快適だ。だんだん車内も盛り上がっ

てきて、まずは喜多方に立ち寄ってラーメンを食べる。いきなりグルメツアーだ。味



 

の感想はというと‥やはりみんなトンコツがお好みのようだった。それから買い出し

のあと宿捜しとなる。この宿捜しには毎日苦労させられることになるのだが、この日

は道路沿いの公園に泊まることに決めた。がここで雨が降ってくる。仕方なく別の場

所を探すことに。まさに難民状態だ。再び車に乗り込み、地図を頼りにローカル線の

駅へ向かう。というわけで、今日は関根駅でのステビバ（ステーション・ビバークの

略。駅寝ともいう。）に決定。まさか初日からこんなことになるとは‥。無人駅の入り

口待合室を占領し、宴会が始まった。金姉は「これがステビバなのね～、はっは～ん。」

と初めてのステビバにご機嫌の様子だった。結構居心地がよくて、いつものように大

盛り上がりとなり、ひとり、またひとりと潰れていき、いつの間にか寝てしまった‥。 

8888 月月月月 14141414 日日日日（（（（日日日日））））・・・・曇曇曇曇りりりり→→→→雨雨雨雨（（（（望月望月望月望月））））    

JR 関根駅 → 大滝沢遡行 → 高畠町（米沢―山形間）の遺跡公園にて、野宿&宴会 
 

（西吾妻・大滝谷のコースタイム） 

8:50 入渓（滑川温泉）―9:45 レスト（120m 大滝下）―10:15 滝頭―1080m 二俣 

（左へ）―11:00 レスト（1095m）―1330 二俣（右へ）―14:00 潜ノ滝（1400m）― 

15:30 滑川温泉へ下山 
 

みちのく 2 日目、いろいろあって田舎の駅で目覚めた僕ら。みちのく宿なしツアーは 

まだまだ序の口、無人駅なんかちょろい。で、この日の予定は西吾妻「大滝沢」。米沢

の南、山形―福島の県境に延びる吾妻連峰の沢です。雨続きで朝日入渓を断念した後、 

先の予定も立たない状況の中、とにかく入れそうな沢へ行こう、と決め、あまり雨の

影響が無さそうだった吾妻の沢に入りました。 

【これが「ステビバ」。

待合室を完全に占拠し

て飲みまくる面々】 



 

しかし、入渓点からかなり水量多目。ナメが続きますが、渡渉、滝の登攀と、気が抜

けません。沢自体は、広いナメが続き、滝登りも面白い、遡行を楽しめる沢です。一

時間ほど歩くと、目の前には 120m 大滝が現れますが、ここも踏み後を辿って巻き上

がり、更にナメ/滝/ゴルジュ帯が続きます。 

朝は晴れていたものの、昼前から天候は下り坂に。天気がよければ詰め上がった先の 

東大顛の高層湿原の中の避難小屋に宿泊したかったが断念。沢は標高 1200ｍ近辺から

雰囲気を変え、ナメ・滝は

なくなり平凡な谷へ。そし

て妙に硫黄臭くなります。 

最後は潜ノ滝で遡行終了。

温泉を楽しみに下山し始

めましたが、途中とんでも

ない土砂降り！沢から出

た後でよかった･･･見下ろ

せば相当増水し、ナメを濁

流が覆っている。 

下山後、2 日目にして恒例

となった今日の宿探しが

スタート。なんとか明るい

うちに、高畠町の道の駅のそばに、イイ感じの公園（炊事場、水道、トイレ有り）を

発見し、ここで心おきなく野宿&宴会となりました。みちのく二日目の夜は、虫の声と

ハモニカが響き、ローソクの炎がゆらめく中、静かに更けていったのでした･･･ そし

て、翌日以降、この旅がどうなるのか･･･乞うご期待！ 

 

8888 月月月月 15151515 日日日日（（（（月月月月））））・・・・くもりくもりくもりくもり時時時時々々々々雨雨雨雨（（（（杉田杉田杉田杉田））））    

今日は大倉川・笹木沢を遡行予定。昨日の予報ではくもりだったが、とりあえず高速

で仙台方面に向かう。しかし入渓地点に着いたときは雨、雨。仕方ないのでこの日の

入渓は断念・・。みちのく 3 日目だが、いまだにすっきりしない空模様だ。しかし、

落ち込んでいる場合ではない。休みを取っちまっているわけだし、行ける沢を考えな

いといけない。 

そんなこんなで今後のスケジュールを皆で協議した結果、今借りているレンタカーは

返却して、当初借りる予定だったレンタカーを3日分前倒しで借りてみようとなった。 

山形市内に戻り、JTB で交渉。リーダーの泣き落とし作戦が通じたのか、意外に交渉

成立！しかもホテルも前倒しで泊まれることになった。今日までの3日間は仕方ない。

【次々に現れる｢舗装道路のような｣ナメ】 



 

明日からの天気に全てを賭けようとメンバー全員が一致した。みんなテンションが上

がってきた！ 

ホテルに戻り一休みしたら、明日以降の沢をどうするか話し合う。そして岩手の葛根

田川に決まった。ネットカフェで遡行記録を調べたところ、それほど長い沢ではなく

イワナを釣りながらゆっくり遡行出来るとの情報だった。岩井又がダメになった時点

でほぼ諦めていたイワナの塩焼き。これを食べないと九州には帰れないと思っていた

ので、俄然やる気が出てきた。 

その夜は山形市内の居酒屋で宴会（これも前倒し）。岩井又の打ち上げになるはずの宴

会がなぜか葛根田の壮行会？になってしまった。結局、いつもの十徳屋シーンと変わ

らないノリと新鮮な魚＆地酒で盛り上がり、明日からの英気を養ったのであった。 

 

8888 月月月月 16161616 日日日日（（（（火火火火））））・・・・晴晴晴晴（（（（金崎金崎金崎金崎））））    

14:15 地熱発電所―14:45 入渓(H710m) ―16:30 幕営地 秋取沢手前(H750m) 
 

みちのく上陸４日目にして念願の沢中泊、２泊３日の沢に旅立つこととなった。場

所は岩手の八幡平。ブナの大樹林帯の中を原初の姿を色濃く残し流れる渓。遡行後は

湿原とお花畑が待っている。んがっ、熊の名所！でもあるらしい。ひょえ～。今回は

一泊二日で遡行できるところを、二泊三日にしたのでの～んびり沢クルージング。 

朝、快適なホテルメトロポリタン山形に別れを告げ北上。盛岡にて震度４強の地震

に遭う。市街にいたのだが、信号機もぐわんぐわんと揺れ、時間的にも結構長く揺れ

た。東北自動車道も一時全面通行止めになっていた。毎日が波乱万丈、一寸先は闇・・

そんな事がありつつも無事到着。 

もわもわと白い湯気を発する不気味な地熱発電所で沢装備をまとい出発。沢沿いの

林道を歩き入渓。始まりはだだっ広い川の渡渉から。水量も多く流れも早いので「ス

クラム渡渉」なるものを経験する。一人では到底太刀打ちできない所も、五人力を合

わせれば難なく突破！その後も何度となくスクラム渡渉に助けられる。二人バージョ

ンや三人バージョンも有効。んー、これがみちのくの沢なのか。明るく開けたゴーロ

の河原を右に左に渡渉を繰り返す。しばらくするとゴルジュになり、「お函」と呼ばれ

る小滝や瀞が続く。足元には轟々と白くうねる爆流ポイントもあり。左側からへつる

時、一カ所高橋さんにシュリンゲを出してもらう。ビビリストの金崎、へつりは超苦

手。それにひきかえ、もっちーは絶妙なバランスでヘツラーの名を欲しいままにして

いた。そのうち流れも緩やかになり、幅広になった河原を今夜のテン場とする。若干

ウエットではあるが問題なし。早速、高橋＆杉田は釣りに、焚き火番長望月は薪拾い

に、一木＆金崎は夕食作りと各々の役割分担をこなす。苦楽を共にして、連携プレー



 

もすっかり板に着いたチームみちのく。残念ながら釣果はなかったものの、パスタを

つまみ、ズブロッカを舐めつつ、ハーモニカで大合唱。なぜかこの日は尾崎豊大会。

高橋さんが OZAKI ファンだった事も発覚！高橋さんのシェリーは必聴ですよー 

満月になりかけの月明かりに照らされ夜は更けていった。 

    

8888 月月月月 17171717 日日日日（（（（水水水水））））・・・・晴晴晴晴（（（（高橋高橋高橋高橋））））    

～Ａｌｌ ｆｏｒ ＩＷＡＮＡ！（すべては岩魚のために）～ 

●遡行９時３０分～１３時１５分（内 1 時間は釣り）・・・早早早早っっっっ！！！！ 

…そんな報告はいらない。この日、全ては岩魚を中心に回っていたのだから…。 
 

朝６時。天候に翻弄されながら、やっと訪れた岩魚タイムを無駄にする訳にはいかな

い。早速釣りにいく杉田、高橋ペア。前日下見しておいた淵に繰り出すと、いきなり

魚が跳ねた。数分後、ファーストヒットはミミズで釣る杉田くんだった。黄色とオレ

ンジの水玉模様が綺麗に浮かび上がる２０ｃｍほどの岩魚だ。やっぱり濃いぞ、ここ

は！とますます色めきたつ。続いて２匹目も杉田くん！（が上げるも取り込み時に落

とす。）何となく自分の毛ばり＆イクラ作戦に不安がよぎる。とりあえず朝の釣果はこ

こまで。持ち帰った岩魚を誇らしげに掲げる杉田くんに、どよめくメンバー。早速一

木リーダーがさばき、刺身に。複雑な事情により、やや水っぽく、ジャリっとしてい

たが、待ちかねた味だ。おいしい。今夜の岩魚寿司、塩焼きへと期待が膨らむ 

遡行開始後もリーダーから「釣れそうな場所があったら時間取るから」とお墨付きが。

枝沢にも足をのばしつつ辿り着いたのが、２段２０ｍの「葛根田大滝」。大きなカマが

岩魚の気配を強烈に漂わしている。釣りペア即戦闘モード。そしてここでも杉田くん

が２０ｃｍ弱をゲット。喜ぶメンバーを横目に焦り始める高橋。や、やばい。このま

まじゃ九州へ帰れない。しかもこのみちのくメンバーときたら、釣れなきゃ一生言わ

れそうな勢い。こうなったら…秘技！「杉田くん、ミミズくれー」。ポリシーも何もあ

ったもんじゃない。釣りゃいいのだ。釣るしかないんだ！ とそんなことを考えてい

たのですよ（ｂｙ松本さん）。イメージしてきた毛ばり作戦をあっさり放棄し、ミミズ

での釣りに切り替える。仕掛けも手直しし、深く沈めてみた。すると来たいきなりガ

ツンと！グングンと引っ張られる手ごたえは、かなりの大物ということだ。竿を立て

ても一向に上がってこない。こりゃまずいと浅瀬に転がるように移動し、ようやくあ

げた１匹は尺にはわずかに及ばないものの、丸々と太った立派な岩魚。待ちに待った、

うれしすぎる瞬間だった。 

その後、早くもテン場につき、設営後再び釣りに。お互いに何匹かづつ追加し、結局

１５匹くらいにはなっただろうか。「たいしたことねぇーよー」と言いながらメンバー



 

の元に戻る時、狩猟民族の男の気持ちが何と

なく分かった気がした。 

まずは中でも大物を刺身にすべく一木、金崎

ペアがさばいていく。当初はさばきに不安が

あったような一木リーダーも、巧みな技を見

せる。もっちーは豪勢な焚火をすべく木を積

み上げ、火付けに奔走。杉田、高橋は塩焼き

用の串をその辺の枝でこしらえて、次々に岩

魚にうっていく。まんべんなく塩を振り、焚

火の周りに差して…そうこうしている間に、

金崎さん渾身の岩魚寿司が完成だ。とてもア

ルファ米とは思えないほどきれいに握られた

シャリ。さずがもと寿司職人。まったく金崎

さんのキャリアには驚かされることばっかり

だ。これをもちろん刺身しょうゆとワサビで

いただく。んーむ。男性的な風貌に似合わず、岩魚の身は淡白でしっとり。海の魚で

いえば「スズキ」に近いかな。大好きな味だ。 

続いて沢の王道、塩焼き。「遠火の強火」は思ったより難しく、焼き加減にイマイチ不

安があったが、代わりに煙で燻されてスモーク状態となり、これがまた絶妙。香ばし

い中にほんのりとした甘さが加わって、そして身はホロホロといい具合に。お一人様

２匹が割り当てとなるが、あっという間に完売。 

残念だったのは、岩魚の骨酒。持ちこんだ日本酒に焼いた頭を入れてみるも、やや生

臭くなってしまう。焼きが足りなかったみたい。課題だ。ただもちろん日本酒はしっ

かり飲む。 

この頃には、もっちーの大型焚火もいよいよ全開に燃えあがる。ブランデーと日本酒

の、街中なら絶対悪酔い確定だろ的な組合せでちびちびやりながら、リーダーのハー

モニカに合わせて、歌いたいヤツは歌い、寝たいヤツは寝る。広く平らな砂地の絶好

のテン場には、他のパーティもおらず、自分達だけの時間がゆるゆるりと流れていく。 
 

新潟・岩井又でするハズだった岩魚ナイト。予定は狂いに狂って、こんな岩手と秋田

の県境の沢まで来ることになったけど、そこで訪れた「すべては岩魚のために」の１

日。岩魚のおかげで、「みちのく」をより深く味わうことができたと思う。岩魚のおか

げでチームみちのくの面々も、ようやく「みちのく」らしさを感じられたと思う。 

岩魚に感謝。そして岩魚最高！！  

【「釣れた？」「たいしたことねぇよ～」】 



 

8888 月月月月 18181818 日日日日（（（（木木木木））））・・・・晴晴晴晴れれれれ（（（（杉田杉田杉田杉田））））    

6：30 テン場（h845）―8：30 湿原にて遡行終了（h1125）―12：00 小番山（h1435）

―14：10 登山口（h655） 
 

この日は 5：00 起床。行動時間が 10 時間なのでちょっと早めだ。快適なテン場を後に

し、沢を詰め上がっていく。ゴーロ、ナメと特に難所もなく順調に高度を上げ、8 時過

ぎに稜線上の湿原に出た。ここで

遡行終了。湿原の広がりと青空は

とてもきれいだった。無人の八瀬

森山荘で靴を履き替えて下山に

取り掛かる。そこで行動食を食べ

ようと袋を開けたが・・・うん？

チョコ半分しかない。どうも行動

食の分量を間違ってしまったよ

うだ。ここからがキツくて長い下

山なのに、まったく今回一番の不

覚。メンバーに泣く泣く頭を下げ、

行動食を分けてもらう。普段は必

ず余るカロリーメイトだが、リーダーにもらった一袋がどんなに嬉しかったことか。

下山道は湿原なのでぬかるみが多く、また暑さのため辛いものとなったが、みんな早

い、早い。予定より 2 時間ほど早く下山することが出来た。温泉で汗を流したら、次

はもちろん‘外肉’。あまり乗り気ではない高橋さんを説得してとんかつ屋に向かう。

カツ鍋、カツカレー、エビフライなどボリューム満点のメニューを、みんなあっさり

とたいらげてしまった。山から下りたらどうしてこんなに肉が食べたくなるんだろう

か。沢中 2 泊でこれだから、3 泊以上になると共食いの危険性あり？かも。 

明日は岩泉の龍泉洞にクライミングに行くことになる。途中買出しをして国道沿いの

公園にテントを張り、宴会。備え付けの椅子とテーブルもあり、快適なテン場だった。 

 

8888 月月月月 19191919 日日日日（（（（金金金金））））・・・・晴晴晴晴のちのちのちのち雨雨雨雨（（（（望月望月望月望月））））    

岩洞湖畔「活性化センター」 → 岩泉町「ひょうたんケイブ」―竜泉洞温泉―太平

洋へ出る、宮古市で海の幸を堪能―盛岡へ戻る―高速に入り、中尊寺 PA で野宿&宴会 
 

ルート名・ひょうたんケイブ 若葉エリア：5.10C「なんちゃってイレブン」他 

大洞窟エリア：5･11A「風の又三郎」他 
    
みちのくツアーも早や 1 週間。朝日に替るメインイベントとなった葛根田川遡行も 

【詰め上げた湿原にて。九州にはない光景だ】 



 

終わり、ラスト 3 日はみちのく岩場

巡り+グルメツアーに。幸い朝の天

気はフリークライミング日和で、今

日は楽しめそうです。 

今回の目的地、ひょうたんケイブは、

有名な鍾乳洞「竜泉洞」のそばにあ

り、岩手ではもっともメジャーな岩

場とのこと（ICI 石井の盛岡店情報）。

盛岡からは車で 2 時間。 

岩場への踏み跡が多少分かりづらい

が、この日の核心はここからでし

た･･･ 

午前中はメインの大洞窟エリア横の

垂壁（若葉エリア）。昼からは大洞窟

エリアの「風の又三郎」にチャレン

ジしました。ルートは結構面白かっ

たものの、昼前から猛烈に暑くなり、

とてもじゃないが登っていられない

状態に。全員が脱水症状になりかけ、昼過ぎには岩場を撤収し、とりあえず水分補給

（まじめに水分。ビールではない）プラス温泉でようやく回復しました。あんな暑さ

は九州でも経験したことがない･･･ 

その後は、東北グルメツアーIN 三陸・海の幸編がスタート。三陸海岸をドライブし宮

古で海鮮ものを腹いっぱい食べてきました。最後は盛岡へ戻り、岩手の真ん中辺を一

日かけてぐるっと回ったことになります。（とにかくでかいです、岩手） 

最後は、翌日の目的地「山寺」（山形・立石寺の奥にある、有名な岩場）へ向かう為、

岩手県の南端の中尊寺 PA にて野宿。翌日は山寺、そして最終目的地・仙台へ！ 

 

8888 月月月月 20202020 日日日日（（（（土土土土））））・・・・晴晴晴晴（（（（金崎金崎金崎金崎））））    

中尊寺 PA―山寺クライミング―仙台市内―東北大学幕営 
    

あたた、やってもうた・・いつも一番早起きな私が目覚めたのは 7:30。悪名高き長

っ尻コンビのモチキンが寝たのは朝 4:00 だった。テントから河岸をベンチに変えてウ

イスキーがぶ飲み。片付けてくれたみなさんスミマセン。猛省。睡眠不足でぼーっと

したまま山寺へ。さすがは松尾芭蕉で有名な観光地だけあって賑っている。なるほど、

【みちのく初クライミング！】 



 

奇岩がそそり立つの中腹にお寺が建っている様はなかなか風情がある。駐車場から歩

く事 20 分程。アップダウンがこたえる。人気エリアのはずなのに女性クライマー二人

のみ。（彼女たちはラリナガの枝村さんはじめ、常連ボルダラーと知り合いだった。世

間は狭し。）つよつよの彼女たちは仙台女塾（なんちゅう名前！）所属。 

＜黒岩エリア＞ 

・デンジャー11a（望月） 

10 台と思ってもっちー取り付くが実は 11 だった。4 ピン目のクリップは要注意。 

・ 奥の細道 10a★★（全員） 

杉田将軍いわく｢二ツ星もねーよ。比叡の一スラやな。｣との事。ガバで快適だが、

最上部のハンドクラックが核心。手はバッチリ効くが左足のスタンスが決めにくく

金崎のみ大苦戦。フォールして左膝を強打。 

・ウォーミングアップ 10ｄ（高橋 望月） 

終了点が悪い。シュリンゲが信用できなかったそうだ。 

＜仙人堂エリア＞ 

・壱番 11b★★★★（一木 杉田） 

四ツ星の看板ルート。横にいくつもガバアンダートラバース地帯が走っている。 

ちよろっと撮影に行ったが、カンカンに照りつける日射しの中、果敢にアタックす

る杉田将軍とビレイしている一木さんが印象的だった。 
 

総じてグレードは辛目。風は涼しく昨日の龍泉洞は比べものにならない。しかし虫

の多さには閉口した。蚊、ヤモリ、巨大な蟻んこ、蝿など。蚊に刺されやすい体質の

高橋さんは、虫除けハッカスプレーが切れると禁断症状を訴えていた。 

クライミング後はラストナイト in 仙台に向けて車をブッ飛ばす。まずは風呂探し。

権現森温泉を偵察するも、暗くていかにも何か出そうな妖気すら漂っている。さすが

に腰がひけ踵を返す。途方に暮れたその時、高橋さんが｢湯あそびランドおぷろ｣の看

板発見！名前はシャバいが中は至って普通のスーパー銭湯だった。そして、みちのく

最後を飾るテン場は「東北大学」構内弓道場横。仙台ナイトは店がなかなか決まらず、

探し回った挙句辿り着いたのはなぜか「新嘉坡（シンガポール）食堂」。おいっ、牛タ

ンじゃないのかよ！この頃私は、昼に強打した左膝が猛烈に痛み出しまともに歩けな

い状態。乾杯の後は座敷に横たわる始末。せっかくのラストナイトなのに何とも不完

全燃焼・・店を出てタクシーで「東北大学まで」と横付けする。テントで飲み直しタ

イムのはずだったが、疲れが一気に出たのか男性陣全滅で舟漕ぎまくり。もっちーは

イビキかいてるし、高橋さんは私のシェラカップに横っ飛びにダイブしてきて、焼酎

をブチまけていた。あぶねー 珍しく早々に強制終了。最後の夜は粛々と静かに幕を



 

閉じたのだった。 

    

8888 月月月月 21212121 日日日日（（（（日日日日））））・・・・曇曇曇曇りりりり（（（（一木一木一木一木））））    

東北大学Ｂ．Ｐ．―仙台空港―福岡へ 
 

最終日は静かな朝。やはり私が一番寝坊してしまい、私がテントから出た 3 分後には

他のみんながテントを撤収していた‥。朝食のあと、ちょっとだけ仙台のクライミン

グジム・ビーナッツに寄り、空港へ向かう。空港でこの旅最後の乾杯をするが、みん

ななんとなく大人しい・・。旅の終わりはいつも、なんだか物悲しく心さみしい気持

ちと、やっと家に帰れるという安堵感が入り混じっている。そんなことを考えつつ飛

行機に乗り込み、東北をあとにした‥。 

 

《《《《感想感想感想感想》》》》    

（（（（一木一木一木一木））））春から集まった集団ではありますが、トレーニング山行を重ね、飲み会も重

ねるなかでモチベーションも上がっていき、それぞれが自分のできることを考えて、

みんなで計画を作り上げていったと思う。実際は朝日連峰には入れず、沢登りとして

は少し物足りなかったが、岩魚も堪能し、久しぶりに東北らしさを満喫できてそれな

りに満足です。沢だけでなく、ドライブ、グルメ、クライミングと全体を通してみる

となかなかいい“旅”だったと思う。次回こそは朝日デビューを果たしたいです！ 

メンバー 

高橋さん‥高橋さんがいなかったら、技術的に朝日の沢の計画はなかったと思う。初

めのはチームいけるクチに押され気味だったがいつの間にか馴染んでしまい、旅の終

わりにはノリもトークも冴え渡っていた。大事なところではいつも頼りになりました。 

金崎さん‥チームみちのくの宴会担当、食料担当として実力を発揮してくれた。食料

のセレクトにはかなり繊細に気を使ってくれました。体力的にハードな日もあったに

もかかわらず、いつも最後まで飲んでいたそのタフさには驚かされました。 

杉田君‥今回スギッチは大活躍！何といっても釣師として岩魚を釣りまくっていた。

（高橋さんも釣ったけど。）釣り上げたときの御満悦の表情が忘れられません。 

望月君‥沢では焚火担当として腕を磨いてました。観光大臣も頑張ったけど、計画の

変更が多くて、活かせずに残念でした。ヒゲは伸ばし過ぎないようにお願いしたい。 

（（（（杉田杉田杉田杉田））））5 月に結成したチームみちのく。初めての本格的な沢中泊でかなり気合も入っ

ていました。トレーニング山行、ボッカと順調にこなして、直前ではイワナを釣る夢

まで見た。はっきり言って自分の中では準備万全でした。 

しかし、直前の大雨で岩井又は断念することに。ショックだったけど休みを取って来



 

ている以上、他の沢を探すしかありません。そして初日から最終日までレンタカーを

借りるという異例の事態へと展開！その時はこの先どうなるんだろーみたいな不安な

気持ちもあったけど、今思えば旅の面白さは予定がガラリと変わるところにあるのか

もしれません。 

全体的に天気がすっきりしない中で晴れ間を縫って 2 本の沢、うち一本は沢中泊と念

願のイワナ釣りも出来たから満足です。焚き火を囲んで、塩焼き片手にメンバーと語

り合った夜は今でも忘れられません。これぞ沢の醍醐味でしょう。沢以外でも東北の

岩場も行くことが出来たし、グルメもそれなりに満喫しました。岩井又がダメになっ

てしまったのはどうでもいいと思えるぐらい、みちのくを楽しむことが出来ました。

それもこれも一緒に行ったメンバーのおかげです。本当に感謝しています。 

来年はどうなるか分からないけど、朝日の沢はまたいつかリベンジしたいと思います。

今度はライズする尺イワナを釣りたい！  

（（（（望月望月望月望月））））半年近くかけて準備を進めてきたみちのく山行。終わってしまった今、緊張

が緩んだのか、ほっとしたのか、しばらく気が抜けたような状態が続いてます。目的

の沢に入れなかったのは残念でしたが、そんな明日をも知れぬ状況の中、みんなの団

結力で道を切り開いて、目的通り、沢にも入ったし、旅もクライミングも満喫できて、

本当によかった！と思っています。個人的にも、体調を崩したり、いろいろ迷惑かけ

たりしてしまったこともありましたが、メンバーみんなのおかげでとても充実した楽

しい山行となりました。本当に、今回参加できてよかったと思います。有難うござい

ました。 

（（（（金崎金崎金崎金崎））））    

“One for All,All for One”の精神を掲げトレーニングを重ねた日々。私が一番経験も

体力もなく、加えて連休も取りづらいという仕事環境の中、みんなの協力のおかげで

何とかトレーニングもこなし臨む事ができました。結果的には朝日の沢には入れなか

ったけれど、十分満足しています！毎日がビッグサプライズの連続でしたが、これも

また旅の楽しさでしょう。生まれて初めて食べた岩魚、燃え盛る焚き火と心に染み入

るハーモニカ。そしていつも笑いの絶えないチームみちのく。それぞれが自分の力を

最大限に発揮できたと思います。結束力が固く、素晴らしいメンバーと行けたことに

感謝の気持ちでいっぱいです！ 

 追記：もっちーのヒゲ、マイノリティーですが私は肯定派です。 

（（（（高橋高橋高橋高橋））））    

今をときめくクライマー軍団に飛び入りする形で始まった今夏の沢山行。迎えた本番

は、沢以外にも、毎日の移動、ごはん、宿と、例年にもまして旅色の強いものとなり

ました。それだけにお互いのいろんな引きだしが開けられて、ホントに毎日が新鮮で、



 

楽しい日々。きっとこれから先も、今回のメンバーが顔を合わせるたびに、みちのく

ネタが飛び交うんだろうなーと。焚火を囲んで笑い、わナンバー５人乗りセダンで笑

い、結局頼んでしまう焼酎を飲んでは笑い、同じネタで飽きることなく笑い、誰かを

イジっては(主にもっちー)笑い、深夜３時１２分にも笑った。とにかく本当によく笑っ

ていた記憶ばかり。 

楽しい仲間たちに恵まれて充実した９日間でした。おつかれさんでした。ありがとー！ 

 

 

 

 

 

 



 

 

盛岡 

山形 

仙台 

福島 

新潟 

秋田 

8/13 福岡から 

レンタカー飛ばす！ 

8/14 大滝沢 

15 日:ホテル 

14 日:公園 

8/21 福岡へ 

8/16～18 

葛根田川  

13 日:駅寝 

20 日:大学 

8/19 

ひょうたんケイブ 

19 日:高速 

18 日:公園 

8/20 山寺  

岩魚･岩魚･岩魚！ 

クマ出没！ 

チームみちのく放浪マップ 

 

8/14 大滝沢 沢登り 

8/16～18 葛根田川  

沢登り 

8/19 ひょうたんケイブ  

クライミング 

8/20 山寺 クライミング 

青森はやっぱり遠かった・・・ 


