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桧 尾降

カ ンバ 平登 山道整備
芦 安 フ ァンク ラ フ 堀 内 訓

5月 28日 (土)と29日 (日)に針葉樹会 (―橋大学山

目指す槍尾峠まで運搬距離は約 5キロ。角材 1本 で約

岳部 ①B会 )と富士通アイネ ッ ト山梨支店の営さんと

1.8kgも

整備は今年で 5年 目にな ります。前回の作業で東 □登

あります。参加者は 20キ ロ近 <も 背負子
に積み こみ、「
縦走する荷物よ り軽 しヽ
」と平然 と歩み始
めま した。当日荷揚げ した補修資材は としヽ
うと、免材 ・

山□か ら桧尾峠までは修復 したのですが、今回は南 ア

鉄杭 ・接含郡材 ・補修道具等、総重量は 230kgに

ル プスの主峰である白峰 三 山が展望で きるカ ンバ 平

も達 しま した。好天 にも恵まれ 、甲府 の街並みや北岳

まで延長することにな りま した。ほとんどの登山者は、
一 般的な登山道である夜叉神の森登 山□か ら夜叉神
峠 ・鳳凰 山へ と向か うル ー トを利用 してしヽ
ることで し

を含 む白峰 三 山を望 む絶景 を楽 しむ こともで きま し
た。

ょう。 しか し、桧尾峠を中心と して、カンバ平 ・大骨
山 ・高谷山 ・夜叉神峠 へ と比較的低山の トレッキング

にフ アンクラブで整備 したのですが、思 いのほか荒廃
が進んでいま した。 トラノヾ―スル ー トは崩壊 し、道 が

を楽 しむル ー トがあることを知 って しヽ
る人は多 くは
しヽ
と思しヽ
なしヽ
ます。読者の皆さん、今まではマイナ ー

なくな つていま した。また、以前設置 した梯子 は朽ち

芦安フ ァンクラブは登山道の整備を しま した。登 山道

であ つたこのル ー トをぜひ歩いてみて<だ さしヽ
。そ し
て、多くの方にこの素 8者らししヽ
ル ー トを紹介 してしヽ
た
と思 つてしヽ
だきたしヽ
ます。

さて、カンノヾ
平までの登山道はとしヽ
うと、 12年 前

て使えな しヽ
状態で した。参加者は、フ ァンクラブの 清
一
水准 さんから作業力法の指導 を受け、それぞれ劣担
された登山道の補修に取 り掛か つてしヽ
きま した。2日
間の参加者全 員の力の結晶で、登山道は見事 に甦るこ

午前 9時 、晴天の声安山岳館に山男が集ま りま した。
夜叉神東 □登山 □まで車で移動 し、補修用資材の免材

とがで きま した。今後、多くの方衆がこの登山道を利
用 して くれることを願 つてしヽ
ます。

や鉄杭を背負子に積んで荷揚げ開始です。
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力乃 虐坪 ム 涯
針葉樹会 小 島和人
芦安 フ ァンクラブ通信を読んでおられる皆さんは

芦安 山岳館の塩沢館長 ・フ ァンクラブの清水専務

急坂を登 つて 小屋の前に出た
夜叉神峠 の最後 の短しヽ

理事 に相談を したところご賛同 を頂きご指導を頂け

途端目に飛び込んでくる白根三山の雄姿に圧倒され、
か
驚き喜び癒された経験をお持ちと思います。でも 「

ることにな りま した。

パノラマを楽 し
んば平展望台」からの更に素 8青
らししヽ
のではなしヽ
まれた方は意外に少なしヽ
で しょうか ?

地域貢献を考えてしヽ
た南アルプス市の富 士通アイ
ー
ネ ッ トワ クス (株)の 有志参 加も決ま り清水さん
を初め山仕事になれたフ ァンクラブの皆さんと一緒
秋、ますは トンネル東 □⇒植尾峠

夜叉神峠から高谷 山を経て約 20劣 急坂を下り中池
に至りますが更に 20倉 進むと 「
かんば平展望含」に
至ります。ここは農鳥 ・間ノ岳 ・北岳の白根三山に加

の出道1多
復を実施、その後 13年 槽尾峠⇒高谷 山、

えてアサヨ峰、甲斐駒そ して鳳凰三山まで、南アルプ
ス北吉Bの王峰が勢ぞろしヽしてしヽ
て、思わす 『ほ―』と

と各年 20人 ばか りで作業 を続 け遂に今年、夏山シ
ーズンを前 に槽尾峠⇒ 中池→ かんば平のル ー トの整

声の出る大スコープの眺望が楽 しめます。
この数年高谷山から先の道が荒れて しヽ
かん
たため 「

備 が出来ま した。初めは何もできなか つた素人が清

ば平展望台」もその先の楢や撫の巨本 に囲まれたおと
かんば平」も敬遠されて来た様に思
ざの国のような 「
一
います。
かんば平」
私達 橋大学山岳郡 ①B会 がこの「

山道の崩れ やす しヽ
所を整備 しま した。

に注目したのは 6年 前になります。翌年に 90周 年を
控えての企画 を議論 してしヽ
た時で、我泉の先輩達が昭
和 12年 に北岳ノヾットレス第一尾根 ・第四尾根積雪期
た頃から芦安にお世話にな つてお
初登攀を成 し遂￨ザ
かと者えてしヽ
り、何か芦安の為にできなしヽ
た時で した。
芦安のペ ンションで 「
夜叉神 ・かんば平登山ル ー ト

にな つて 2012年

14年 櫓尾峠⇒芦安大石山の神、 15年 高谷 山⇒中池

水先生 のご指導で丸太や鉄杭、番線を運び急な所や
国ごろハイキングを楽 しんでおられる方な ら、今
では夜叉神登山 □から夜叉神峠 ・高谷山 ・中池 ・か
んば平 ・棺尾峠を巡 り登山 □に帰る周回 コースも安
,bして通れます。是非お反達を誘 つてかんば平展望
台の眺望をお楽 しみ <だ さい。その後で芦安の温泉
とビールたまらんで すね。(了)

図」なるパンフレッ トを見つけ早速歩しヽ
てみま したが、
素 8吉らしい唐松 と広葉樹の混 じつた柔 らかな雰囲気
のこのル ー トは大変道が荒れてしヽ
ま した。そこでこの
山道の再整備を したら多くの人に楽 しんで頂け、声安
の魅力の一つになると考えま した。
一
2日 目の作業 メン′｀

カ ンバ 平か らの展 望

