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最高の紅葉と最大の風速                  

日本百名山  八幡平  岩手山  早池峰山 
                     (1613m)     (2038m)       (1917m) 

齊藤 成昭 

平成２７年１０月１０日(日)～１２日(火) 

参加者：齊藤成昭(担当) 魚住仁 魚住昭美 

 

１０日(土) 八幡平(1613m)        三宮駅 6:05 集合 

伊丹空港－－－花巻空港－車－見返峠駐車場－－－八幡沼－－－八幡平山頂－－ 

7:30    8:55     13:30         13:50         14:25 

見返峠駐車場－車－藤七温泉－車－宿着 

14:50             八幡平温泉 八幡平ライジングサンホテル(泊) 

 

 

 今回の秋山山行は最初は鈴木さんを含め

て 4 人の予定でしたが鈴木さんが 9 月に足

を骨折、残念ながら不参加となりました。

実は私も出発の 3 日前に胃カメラを飲み逆

流性食道炎と診断されました。薬はなく夕

食を食べ過ぎるなという医師の指示でし

た。 

 6 時 5 分の始発の伊丹行きのリムジンバ

スが満員で次の便になりました。予定より

10 分遅れながら伊丹空港に到着しました。 八幡沼 

ここでアクシデントが・・・。普段山で使っている登山ナイフ(齊藤)と果物ナイフ

(魚住)が検査に引っかかってしまいました。自宅に宅急便で送ることになりまし

た。いきなりトラブル続きでいやな予感のする出だしです。何とか花巻空港まで行

きレンタカーを借りて出発しました。盛岡市内のスポーツショップでガスコンロ用

のガスボンベと携帯トイレを購入しました。(結局このガスボンベは一度も使いま

せんでした。)スポーツショップ近くのイオンで食料を調達、お昼は盛岡冷麺の有

名店(焼肉/冷麺ヤマト 盛岡店)に行きました。麺に弾力がありおいしかったです。 

 ここから車を飛ばして八幡平へ。途中源太郎岩展望台で写真を撮りました。明日

登る予定の岩手山がよく見えました。見返峠の駐車場に車を駐め山頂に向かいま

す。八幡沼は山上にあるとは思えない大きな沼で周りの湿原も見応えがありまし

た。山頂付近には噴火口に水が溜まった池がいくつかありました。14 時 25 分に八

幡平山頂に着きました。山頂には展望台が設置され山の大きさを実感できます。見

返峠の駐車場に戻り車で秘湯の藤七温泉に行きました。混浴の泥湯で秘湯にふさわ

しい雰囲気でした。八幡平温泉郷への下り、松川渓谷の紅葉も素晴らしく途中の森

ノ大橋で車を駐めて写真を撮りました。宿泊した八幡平ライジングサンホテルの温



泉もよかったです。夕食が豪華で食べきれずご飯をおにぎりにして翌日の昼食にし

ました。 

  

八幡平 山頂 

 

岩手山 この日は天気がよかったのだが・・・ 

１１日(日) 岩手山(2038m)    標高差１４６８ｍ 

焼走りコース 

宿－車－焼走り登山口－－第2噴出口跡－－ツルハシ分かれ－－平笠不動避難小屋 

         5:22            6:58          7:56            9:31 

－－岩手山薬師岳山頂－－平笠不動避難小屋－－ツルハシ分かれ－－第2噴出口跡 

       10:31             11:18 

－－焼走り登山口－車－岩手県立中央病院－車－開運の湯－車－ 

       15:14                           

ホテルパールシティ盛岡(泊) 

 

４時起床、ホテルの部屋で

簡単な朝食をとり５時に出

発、20 分ほどで登山口に着い

た。天気はどんよりとした曇

り。登り始めてしばらくは樹

林帯の中のなだらかな道を進

む。周囲の紅葉が美しい。赤

や黄色の紅葉のトンネルの

道、今までで最高の紅葉だ。

快調なペースで第２噴出口跡  

に着く。ここからは火山特有 岩手山山頂 

の火山礫の道になる。ツルハシ分かれの手前で再び樹林帯に入った頃、小雨が降っ

てきたのでカッパを着ることにした。この頃から下山してくる人がおり「頂上直下

の強い風で登頂を断念した。」という。しかも、男性の若い登山者が３人ぐらい続

けて断念したというのでとても不安になる。登り始めて３時間ほどで平笠避難小屋



に着いた。コースタイムを遙かに上回る素晴らしいペースだ。 

 ここで行動食をとり、行けるところまで行こうということで出発。避難小屋の少

し上で森林限界を超え霧混じりの風が強くなる。下山してきた年配の夫婦が登頂し

てきたというので、希望がわいてきた。風は強いながらもお鉢(火口)のへりに着い

た。やはりここから風がますます強まり、山頂まであと１００ｍのところで強烈な

暴風となり、５０ｍのところで立っているのも困難な状態となった。しゃがんだ状

態で姿勢を低くし山頂までたどり着いたが、魚住夫妻がついてきていないので引き

返し、断念しそうになるお母さんを励まし飛ばされないよう３人で手を繋いで山頂

まで行った。登頂成功。写真を撮ってすぐに下山し、下りも飛ばされないよう手を

繋いで強風帯を突破した。お鉢のへりまで戻ると風もましになり少し落ち着いた。

避難小屋まで戻った時はホッとした。あとは、来た道を戻るだけと思っていたら、

アクシデント発生。少し大きな段差の岩でお母さんが転倒、左手首を痛めてしまっ

た。足は無事だったのでそのまま下山した。途中、登山道横の焼走り溶岩を見学、

黒い溶岩と紅葉との対比が美しい。駐車場に戻り、岩手県立中央病院の救急でけが

を見て貰うことにした。やはり左手首を骨折しておりギプスで固定することになっ

た。 

 温泉に寄ってからホテルに着き、夕食は有名郷土料理店「沢内甚句」でとった。

料理もお酒もおいしかった。 

  

岩手山 焼走り溶岩 岩手山 紅葉のトンネル 

 

１２日(月) 早池峰山 (1917m)      標高差 約８５７ｍ 

盛岡市内－車－小田越－－－5 合目－－－山頂－－－5 合目－－－小田越－－              

6:38        7:37       8:22      8:56       9:49 

－河原の坊－車－鉛温泉－車－いわて花巻空港    ルートイン花巻(泊) 

  10:24                            

 

 前日の魚住お母さんの骨折のため、お父さんは付き添いで盛岡に残り、結局早池

峰山は一人で登ることになった。最初の予定は河原の坊から登る予定だったが小田

越までお父さんに送って貰い、小田越から登ることにした。天気は前日と同じくど

んよりとした曇り。15 分ほどで樹林帯を抜けると、あとは岩稜の道。何とここから

昨日と同じような霧混じりの強風が続く。しかも蛇紋岩という滑りやすい岩のごつ



ごつとした道。10 人ぐらいの大学生と思われるグループを追い抜いたが以後出会わ 

 

なかったので途中で下山したのだろ

う。5 合目を過ぎしばらく行くと最大の

難所「天狗の滑り岩」に着いた。ここ

は、蛇紋岩の一枚岩の断崖で梯子を約

３０ｍほど登る。強風にあおられてか

なり怖かった。山頂の稜線に出るとハ

イマツ帯となって風が弱まり無事に山

頂の避難小屋に着いた。ここもきれい

で快適な小屋だ。先客が数人おり河原

の坊に下りたいというと、山頂直下の

急な下りが滑りやすく強風のため小田 早池峰山 山頂 

越に戻った方がよいといわれ、来た道を戻ることにした。あとでネットで調べたら

クサリ場がある急な下りで賢明な選択だったようだ。下りの「天狗の滑り岩」は吹

き上げの風のため登り以上に恐ろしく手元の梯子だけを見て何とか下りきった。人

生最大の「必死のパッチ」だった。ヤマレコのサイトに同じ日に登った人の記録が

出ていたが同じように梯子と強風のことが書いてあり他の人も同じ状況であるこ

とが分かった。5 合目を過ぎたところで 20 人ぐらいのパーティーを追い越したが登

頂を断念して下山途中とのこと。バスを仕立ててかなり遠方から来ているようで登

頂断念はかなり無念だったと思う。樹林帯に入り風がなくなったときには、とても

ホッとした。樹林帯に入って程なくして小田越に着いたが、この時には生きている

うれしさを実感した。少し休憩してから 30 分ほど歩いて魚住さんとの待ち合わせ

場所の河原の坊に着いた。ここには立派な休憩所があり、早池峰山の模型や高山植

物の紹介がしてあった。早池峰山はハヤチネウスユキソウを始め高山植物の宝庫で

夏に来た方がよい山だ。機会があれば夏の花の咲いている頃に来てみたい。今回は、

花も展望もなく根性で山頂まで行っただけの山行だった。 

 12 時前に魚住夫妻と合流、時間があったので温泉に行くことにした。この日は、

日本一深い自噴岩風呂のある鉛温泉の藤三旅館に行くことにした。この旅館はかな

り古く伝統のある旅館で、岩風呂も混浴でかなり大きかった。空港に行く途中で道

の駅に寄りおいしそうな日本酒があったのでお土産に買った。レンタカーを返し空

港に無事到着。      

  しかし、ここでまたまたアクシデントが・・・・。 

 なんと、搭乗予定の飛行機が、鳥にぶつかり整備が必要で欠航となり飛ばないと

のこと。翌日から仕事なので慌てました。時間的に神戸まで帰れる新幹線もなく、

仕方なく JAL が手配した空港近くのホテルに泊まることになった。     

 

１３日(火) 

いわて花巻空港－－－伊丹空港 

 9:25        10:55     

この日は、時間通りに飛行機は飛び、神戸まで帰ることができた。午後から出勤



したが、東北まで行っていたのが職場にばれてしまった。      

  

 

 今回の山行は、骨折事故を起こし、リーダーとして申し訳ない思いでいっぱいで

す。困難な登頂を達成した後で、気分的に油断があったと思います。現場も段差の

ある岩だったがそれほど危険な場所ではなく、山の事故はどこで起こるか分からな

いことを痛感しました。事故は、下山時の方が多いと、よく言われますが、本当に

その通りでした。 

 

 

 

八幡平・岩手山・早池峰の感想 

魚住 昭美 

 

 参加者４名(リーダー齋藤・鈴木・魚住仁・昭美)の予定でしたが、鈴木さんが不

意のお怪我(足の指の骨折)とのことで、完治するかギリギリのところだったのです

が間に合わず、三日前にキャンセルの連絡がありました。 

 そのことはとても残念でしたが、百名山の山行はもちろん、スケールの大きな紅

葉の森、秘湯温泉、「ビステン」というビスケットの天ぷらがあったりした郷土料

理など本当に面白かったです。 

 花巻空港からレンタカーで盛岡まで走り、スポーツ店でガスボンベ・携帯トイレ

(地元の条例)２日分を購入し、イオンモールで、二日分の朝、昼の食べ物と飲み物

を購入など、いろいろ準備の買い物をしました。 

 今回三山の１日目の八幡平は標高１６１３メートルですが、ほぼ頂上の駐車場ま

で車でした。ここは秋田県と岩手県の県境に位置しています。変化に富んだ大きい

湿地帯が広がっています。高低差は少なく沼地が点在していました。初夏あたりか

ら高山植物の宝庫らしい。目の前に明日登る岩手山が格好いい姿で待ち構えていま

した。深田久弥の碑があって、こう書かれていました。「八幡平の真価は、やはり

高山逍遥にあるだろう。一枚の大きな平坦な原ではなく、緩い傾斜を持った高低の

ある高原で、原始林へ入ったり、一つの丘を越すと思いがけなく沼があったりして、

その変化のある風景がおもしろい。」 

 ２時間ほどそのような湿地帯を歩いたのち、今日は時間に余裕があるので秘湯・

藤七温泉へ向かいました。ここは天然の泥温泉で、混浴露天風呂が５つあり、まる

で殿方の天国風呂のようでした。一番下に女性専用露天風呂があることお聞きして

入浴しましたが、乳白色で底がぬるぬるの泥のようでボコボコと吹き上がっていて

一人で占領し気分は最高、いいお湯でした。齋藤さんと夫は顔に泥パックしていた

そうです。明日は４時起床、４時半朝食、５時出発と決めて就寝しました。 

 ２日目の岩手山は２０３８ｍで標高５３０ｍの登山口から標高差１５０８ｍの

焼き走りコースをピストンします。この大きな標高差を踏破するために、リュック



の荷物を極力少なくしました。(ここでいつも持ち歩いている救急セット袋を出し

てしまいました。) 

ホテルから３０分で登り口に到着し、まだうす暗いのでヘッドランプをつけまし

た。しかし、それもしばらくの間で、第二噴き出し口跡ではすっかり夜も明け、紅

葉・黄葉がまわり３６０度にひろがって素晴らしいのですが、写真では、この迫力

はとても収まらないだろうと思いました。 

 午後２時からの雨予報が午前中に降り始めましたが少量の雨で、標高２００メー

トル毎に小休止をとり、ゆっくりと登っていきましたので、夫も全然しんどそうで

はありませんでした。平笠不動避難小屋到着までに３人の単独で来られていた青年

たちが「頂上近くはガスで全く見えなくて風も強くて登頂を断念してきました」と

言われて下山されていました。 

 平笠不動避難小屋はまだ新しく立派な避難小屋でした。ここで昼食とし、昨夜の

ホテルの夕食が多過ぎて３人共ご飯が食べられなくなり、ナイロン小袋で明日のお

昼ご飯にと握ったおにぎりをほおばったが、これがまた美味しかったこと。(先輩

から伝授) 

 小屋を出た時には雨も止みガスもなくリュックを置き出発しました。途中、年配

のご夫婦が登頂されて下山してこられたとお話されたので私たちも登頂を目指し

ました。尾根に出ると風はかなり吹いていて「私はここまで」と動けませんでした。

夫が私の前を齋藤さんが夫の前を歩いて、「齋藤さんだけ頂点にタッチしてきてく

ださい。夫には戻って来て」と叫びましたが、５ｍくらいなのに声は届きませんで

した。頂上は５０ｍくらい先にはっきりと見えていました。そして齋藤さんと夫が

戻ってきてくれ齋藤さんが「登頂しました。三人で手を繋ぎ行けば頂上に行けます。

奥さんも行きましょう」と三人で手をつなぎ態勢を低くして進み頂上に立つことが

出来ました。他の皆さんも早々と写真を撮り下山です。尾根まで降りてくるとゆっ

くり下山し避難小屋に戻りましたが、先ほどの風は何だったのでしょう？ 

 ところで、頂上の強風以外は登りも危険な箇所もなく、時間にも余裕もあり疲れ

もさほどなく楽しい下山をしていたのに、私の不注意から左手首を痛めてしまいま

した。ツルハシの分かれ手前の岩を乗り降りようと後ろ向きに右手で木を掴み降り

たのですが、足が地に着かず右手が外れて着地したもののバランスを崩し右手で木

を掴んだのが枯れ枝だったのでそのまま谷間の樹木まで１メートル逆さまに滑落

していました。その時に左手首を強打し手首を痛めてしまったようです。そして、

荷物を齋藤さんが背負ってくださり負傷した手首は身体に添わして何とか１５時

には下山していました。 

 齋藤さんに救急病院である盛岡県立中央病院に連絡を入れていただき待つこと

３時間で手首の骨折と判明し応急処置と痛み止めの薬を頂きました。幸いにして今

晩のホテルも病院の近くだったので夫と齋藤さん二人で温泉に行っていただいた。

そして夕ご飯は地酒と郷土料理店で美味しい食事をいただきました。昨日のお昼に

盛岡冷麺、今夜が〆のじゃじゃ麺、どちらも美味しいかったです。じゃじゃ麺はお

味噌味で最後に麺を少し残し卵スープと合わせて盛岡はいただくのだそうです。 

 随分ご迷惑をお掛けしてホテルに戻って最終日の早池峰山をどうするか話し合



いました。左手が使えない私は登山は無理なのは当然として、応急処置をしている

とはいえ左手に何かが軽くでも当たると相当痛く、トイレや服の着脱などの生活の

基本動作に支障があり、夫は、一人で置いとくのはまずいとみて「岩手山登ったか

らいいわ、」と、早池峰山は諦めました。ということになると、齋藤さんの単独行

になり齋藤さんもだいぶ迷われているようでしたが、夫共々、齋藤さんに絶対登る

ようお願いしました。 

 三日目の早池峰山も、４時起床・４時半朝食・５時出発で齋藤さんを早池峰山の

小田越コースの登り口までお送りし、夫にホテルまで戻って来てもらい齋藤さんの

下山のお迎えに間に合うように１時間ほどの間、ホテルから１０分もしない所に夫

の従姉妹さんがいらっしゃるということで昨晩に決めたように、その従姉妹さんの

お家へ伺わせていただきました。私は、無様な姿での初対面となりましたが、お会

い出来て嬉しかったです。 

 早池峰山まで１時間半車を飛ばしましたが、齋藤さんは小田越コースのピストン

に変更されて、もう下山されていました。やはり風が強く樹林帯を抜けると岩山で

雨も少し降り大変寒かったそうです。頂上近くに大きな１枚岩に長い鉄梯子がかか

り恐怖感があったそうです。そのようなこととは知らず私たちは１時間半のドライ

ブは紅葉のトンネルでそれは美しかったです。 

そして、最後の藤三温泉(＝鉛温泉は首までの湯船で立ったまま入るお風呂だっ

たそうです。))で三日間の疲れを洗い流していただき、心配していました飛行機の

時間にも余裕ありで道の駅で美味しいお弁当を買おうとドライブしたくらいです。 

 しかし、空港で手続きを終えゆったりと待っていた所、アナウンスが流れ、飛行

中に大きな鳥と体当たりして整備が必要となったため欠航となりホテル代を頂き

空港近くのホテルでもう１泊となってしまいました。その為、齋藤さんは４日目の

午後から出勤されました。 

 

私も５日目にやっと明石市民病院でカチ

ッとギブスで固定していただきホッとしま

した。日頃から下山には特に注意をしていた

つもりだったのに、私の不注意から皆様に

は、ご迷惑をお掛けすることになってしまい

ました。これからはもっと気を引き締めて例

会に参加出来たらと思っています。 

 齋藤さん、色々とお世話をお掛けしてご

心配していただき本当にありがとうござい

ました。 

八幡平 藤七温泉 混浴露天風呂 


