
岩菅山（2295m）2022･7･23（土）～24（日） 

Report by 堀 

岩菅山は昨年夏にも計画しましたが、コロナの流行もあって断念しました。今回はそのリベンジ企画

です。 

岩菅山（2295.3m）は志賀高原最奥に位置する 200 名山です。 

発哺温泉に前泊しての登山です。 

今年は 6 月中に異例の梅雨明けでした。梅雨明けから暫くは猛暑日が続きましたが、その後はぐず

ついた天気が続き、お天気が心配されました。しかし、今年のクマさん会はお天気には恵まれる巡り

あわせになっているようです。 

では初日 

7 月 23 日（土）晴 

 

バスタ新宿から長野駅東口行 7:10

発 Willer のバスで。バス乗り場に

は発車 30 分前についた。 

暫く待っていると高橋（雄）さん

が現れ、その後、池戸さん、中島

さん、岡部さん、布目さん、今回

の 6 名が無事に集合。 

 

 

バスに乗り込んだが、まだエンジ

ンをかけていない車は、早朝にも

かかわらず、かなりの暑さ。 

暑いので車外に出たら空調を入れ

てくれた。 

特にトラブルも無く、定刻にバス

は発車した。 

 

夏休みの最初の週末とあって、関

越自動車道は車が多い。 

無謀な車もいて、アウディの割り

込みにはヒヤリとさせられた。 

 

右前方には榛名山 



 

右後方には赤城山が見えている。 

良い天気だ。 

 

藤岡から先は、上信越自動車道と

名前が変わる。 

ここまでの混雑で長野到着が少し

遅れるとのアナウンスがあった。 

多少の遅れは想定内なので問題な

い。 

浅間山の大きな裾野が広がってい

る。山頂辺りは低い雲がまとわり

ついている。 

11:50 着予定から遅れること 15 分ほどで長野駅東口に到着。 

長電バスの発車までは 1 時間ある。 

まずは Willer の高速バスのオプションで同時予約した「長電フリー乗車券(大人 2 日用)」（2,580 円）

を受け取るために長野電鉄の切符売り場に直行。 

ここで想定外トラブル発生！ 

発券手続きが終わって確認したところ、このチケットではバスには乗れないというのだ。 

販売したのは Willer なので、長電ではキャンセルは出来ない。バス車内で料金を払ってくれという。 

「堀さんの計画はよく確認しないと危ないから」と中島さん。（いじめないでよ。） 

 

このトラブルで時間が掛かってし

まい、“お昼は美味しい信州蕎麦

を”という予定もすっかり狂って

しまう。駅ビルの蕎麦屋は店舗外

まで人が並んでいる。 

 

「しょうがない、駅蕎麦にしよう」

ということでかくなることに。折

角、蕎麦通の雄さんに美味しそう

な蕎麦屋を事前調査してもらった

のに… 



それでも何とか 13:15 発のながでん志賀高原線急行バス乗り場へ。しかしここで、長電の HP をチ

ェックしていた雄さん、中島さんが、「バスにも乗れる【ながでん鉄道・バス 2DAY フリーきっぷ】

￥3,400 もあるじゃない」 

と再度チケット売り場へ二人は猛ダッシュ！。バスの発車までもう時間が無いけど・・・ 

 

使う予定のない電車の「長電フリ

ー乗車券(大人 2 日用) 2,580 円」

の払い戻しは、Willer から来週月

曜日に連絡があるまでペンディン

グだが、これとは別に「ながでん

鉄道・バス 2DAYフリーきっぷ」

を買って何とかバスに間に合っ

た。 

週末だが、乗客は多くない。 

 

丸池だか蓮池だか。 

♪森と泉に囲まれたブルーシャト

ー?  

或いはエドガー・アラン・ポーの

“アッシャー家の崩壊”か？ 

発車から 1 時間以上経っている。

もう志賀高原だ｡ 

 

定刻 14:37 発哺温泉着 

ホテルに電話して迎えを頼む。 

迎えの車の中で、運転手さん（番

頭さんか）の話だと「午前中は雨

が降っていました」とのこと。 

 

西発哺温泉ホテルに着き、さっそ

く入浴。 

夕食は 18:00 なので、先ずは部屋

呑み。 



  

来る時の騒動の中、お酒はしっ

かり調達している。さすが！○

○さん 

大雪渓と信濃光、いずれも純米

吟醸。 

信濃光のラベルにはベゴニア

花酵母使用と書かれている。珍

しい。 

 

夕食でもさらに一本！ 

今度は“縁喜”というお酒。これ

も純米吟醸。 

中島さん、嬉しそう。ミッチース

マイル、本当にお酒には目が無い

ね。 

  

6 人いても飲むのは 4 人。720ml

ｘ３よく飲みました。 

 

 

散々飲んだので、たぶん 7 時過ぎには寝てしまったようだ。(記憶が曖昧です) 

 

7 月 24 日（日）晴 

4:30 頃に起床。昨夜は寝てしまったので、朝風呂に行く。 

 

部屋からの景色 

初めは雲が立ち込めていたが次

第に晴れて山が見えてくる。 

右端の遠景は妙高山。 



 

鹿島槍の双耳峰 

 

左から鹿島槍、五竜、唐松、白馬槍などが見える。写真にはないが、槍・穂高も見えている。 

ところで、雄さんは朝 3:00 に温泉に浸かったとのことだが、もう浴衣から服に着替えている。「今日

は登山はやめて朝のバスで帰ります」と突然の申し出。いったいどうしたの？ 

 

「スマホ（Xperia）の電池が異常に膨張している。破裂す

るかもしれないので、充電も出来ない。月曜日にはスマホ

が必要なので、店が開いている時間に帰らないとならな

い。」という話だ。 

確かに本体のお腹が膨れている。Xperia 高いのにねぇ。 

帰京後 7 月 29 日の NHKで“スマホの熱中症”として 21

時のニュースで取り上げられていました。 

 

今日の予定コースは帰りのバス時

刻（16:11 哺温泉発）が結構タイ

トなので、予定を変更して岩菅山

～聖平のピストンとすること、ま

た 5人での登山になると朝食の席

で皆さんに話し、朝食後に費用精

算する。 

それにしても皆さん残さず食べて

立派です。 



岡部さんが埼玉県民だったので、「信州割」とかが使えて一人分は￥5,000 割引になる。更に信州割

クーポン￥2000 が使えて飲み代を除いて一人￥11,000 位とだいぶ安くなった。 

埼玉県民の岡部さん、ありがとう。 

 

 

ホテル前で出発写真を撮影。 

雄さんとはここでお別れ。 

計画より 20 分ほど遅れて 7:20聖

平登山口までの送迎マイクロバス

発車となった。 

 

10 分ほどで登山口に着き 

 

スタート写真 

今回、準備体操は Pass 

 

ものの 10 分も登ると小三郎小屋

跡。ここから用水路に沿った登山

道となる。傾斜は緩やかで歩きや

すい道だが、林間なので花は少な

い。 

コース変更でノッキリから山頂ま

でを除くと林間コースとなり、多

彩な高山植物が見られるか不安。 



 

そんな心配を他所に、さっそく 

ウツボグサが登場！ 

 

花は終わっているが、ツバメオモト、 

 

 

 

 

 

 

 

 

キバナヤマオダマキ 

 

 

林間ではおなじみのゴゼンタチバナ 

 

まあ、飽きない程度に現われて目を楽

しませてくれる。 



 

用水の水は冷たく、そのまま飲めそう。 

 

腐って折れてしまった橋を渡る。 

 

この用水路は上条用水路といってアラ

イタ沢の上流部から引いている。ここ

が沢から用水を引いているところ。 

左への流れはアライタ沢、右は上条用

水です。 

ちょうどその頃（8 時過ぎ） 

高橋（雄）さんはといえば、独り寂しく発哺温泉バス停に向かっていた。トボトボと歩く途中、色と

りどりの花々が慰めてくれたらしい。 



  

  

  

  

 

最後は蝶々まで（アサギマダラ） 

「泣くな 雄さん」 

 

 

 



さて、登山組に話を戻そう 

 

先ほどの用水路分岐か

ら先は、水は無くなる

が、泥濘が暫く続く。 

9:05 岩菅山への中間点

通過。 

ペースは良さそうだ。 

 

  

  

オトギリソウ、イチヤクソウ（しろばな）、シラネニンジン、クモマニガナ（しろばな） 

 

9:35 岩菅山の山頂が

見える。 



 

9:50 ノッキリに到着 

ここから岩菅山の最

後の登りになる。 

布目さん「限界なので

ここで待っている」と

のこと。 

計画では山頂で昼食

だったが、時間も早い

ので山頂を往復して

ノッキリで昼食とす

る。 

ノッキリから岩菅山の登りは日当たりのよい斜面になっている。 

色々な花々が見られる。今回一番の見どころです。 

  

 

 

クルマユリ、カントウヨメナ？、オミナエシ、ウラジロヨウラク 



 

このアザミは、調べた

らオニアザミ 

 

 

出ました！ “クマさん

会のオニアザミ” 

誰のこっちゃ？ 

そんな恐ろしいこと、

云えねぇ云えねぇ 

 

「何か言った？」 

「そんな！滅相もあり

ません」 

 

岩菅山の山頂部は結構

広い 



 

秩父宮（昭和天皇の弟

君）及び同妃の登頂記

念碑、旧宮家の竹田宮

の記念碑も立ってい

る。 

早くからリゾート地と

して開けたことをうか

がわせる。 

 

ところで、クマさん会

旗は無いの？ 

そうなんです。諸般の

事情でね。 

 

眺望のよい山のはずだ

が、雲が湧いてきて見

晴は効かない。 



 

山頂は赤とんぼが乱

舞。 

このトンボが秋には里

に下りてくるのかな

ぁ。 

 

 

山頂で写真を撮ったり

したのち下りにかか

る。 

少し下った所でなんと

布目さんが登ってくる

のに行き会う。 

 

それでは、見晴の効か

ないノッキリよりもこ

こで昼食にしようとい

うことになる。11:20

位だから大分早い昼食

だ。 



 

昼食はデカいおにぎり 2 つ 

 

昼食を終えて、下山に

かかる。 

ハクサンフウロ 

 

ノッキリへ下る途中、

登山路を少し外れたと

ころだが、お花畑が広

がっている。 

ウツボグサが多いが、

花の終わったハクサン

チドリ、クルマユリ、 

浅葱（アサツキ）のよ

うな紫の花、この名前

は不明です。 

クルマユリとコオニユ

リは似ているが、葉が

輪生しているのはクル

マユリです。 

  



 

ノッキリに 12 時前に

帰着。40 分早い。 

（これなら計画変更せ

ずに東館山を廻っても

大丈夫だったな。）「山

と高原地図」は、山に

よってコースタイムが

ユックリなのとハード

なのと結構差が大き

い。行く人のレベルを

想定して変えているの

だろうか。 

アライタ沢と用水路の分岐まで下山したところから、ホテルに電話。迎えをお願いする。 

  

 

用水路に沿った下りでは、ハリブ

キが赤い実を付けている。右はミ

ソガワソウ 

 

13:30 聖平に下山。 

迎えの車でホテルに移動。 

朝は一時間早く朝食にしてくれ

て、送迎してくれて、帰りの入浴

もサービス。（嫌な顔もせず） 

池戸さんと心づけを渡そうかと

相談。 

 

 

ホテル前にはヤナギランが咲い

ている。 

14:00 ホテル着 

16:11 がバスの時間だから時間

はタップリある。 



 

風呂で汗を流し、自販機でビールを買って 

ゆったり休憩。 

皆さんの賛同を得て＠1,000計￥5,000の心づ

けをフロントの女性に「皆さんのお茶菓子代

に」と渡すとすごく喜んでくれた。 

 

15:55 発哺温泉停留所まで送ってもらう。 

番頭さんからもお礼を言われ、リンゴジュー

スの差し入れをいただく。 

ジュース一本だけど、なんだかすごく気持ち

のいい山行だったという気になる。 

発哺温泉 16:11（発）無事にバスに乗ることが

出来た。 

 

 

小布施を過ぎ、長野市内に

入るところで、犀川を渡

る。 

犀川は、上流部は梓川、下

流で信濃川に合流する。 

長野駅東口着 17:31 

計画ではこれから近くの

銭湯に行くことになって

いたから、予定より早い列

車に変更する。 

18:23 発の「はくたか 572

号」 

列車変更してから、そうだ！往きに食べ損なった信州そばを食べたいな！ 

え～、そんな時間は無い。それじゃ駅弁だ。駅弁を買い込む人あり、ビールを買い込む人ありだった

が、 

「新幹線の改札の中に蕎麦がある」との中島情報。結局帰りも駅蕎麦になってしまった。 



 

「はくたか 572 号」自由席

は、何時もの通りの車内宴

会となって・・・・ 

岡部さんは大宮で、布目さんは上野で、あとの 3 人は東京駅 20:00 着、流れ解散となりました。 

縦走の予定がピストンになってしまい少し心残りもありましたが、充分楽しめた山行でした。 

 

翌日 7 月 25 日（月）Willer から連絡があり、誤って購入した「長電フリー乗車券(大人 2 日用)」代

金は対象の６名分全額払い戻すとのこと。 

雄さんから払い戻しについて最初に問い合わせた時の Willer からの回答は以下のようなものでした。 

タカハシ ユウジ様 

この度は WILLER にお問い合わせいただきまして誠にありがとうございます。 

恐れ入りますが、長電フリー乗車券（大人２日用）のオプションキャンセルにつきまして、 

ご予約のバス出発後はキャンセル料 100％となり、返金対応出来かねます。 ご利用されない場合に

は権利放棄となります。 

何卒、ご理解ご了承頂きますようお願い申し上げます。 

 

ご理解もご了承も出来るわけないでしょ。 

Willer の高速バスのオプション予約ページには、「長電フリー乗車券（大人２日用）」はバスは使え

ないとは記載がなく、高速バスのオプションなのだから、乗り継ぎバスにも当然使えるものだと誤認

させるので、「消費者庁に訴える」と正当な抗議？をしたり、長電の係からも Willer に連絡を入れさ

せたりと雄さん、中島さんの粘り強い交渉があってのものです。 

よかった、よかった。 

 

以上 


