山行報告(2018 年 5 月 9 日号)
■小間々とトンボ沢・一般とトンボ沢・一般トンボ沢・一般沢・一般
《山行日》18/5/6
《参加者》小林
《内容》「小間々とトンボ沢・一般の女王様」が５分咲きといったとこ女王様」が５分咲きといったとこが５分咲きといったとこ分咲きといったとこきとトンボ沢・一般いったとトンボ沢・一般こ
ろ。ちょうどきれいな感じでした。昨シーズンはかわ感じでした。昨シーズンはかわじでした。昨シーズンはかわシーズンはかわ
いそうな感じでした。昨シーズンはかわぐらいだった分が今シーズンのいい花につなシーズンの女王様」が５分咲きといったとこいい花につなにつな感じでした。昨シーズンはかわ
がったの女王様」が５分咲きといったとこですね。その女王様」が５分咲きといったとこ後、トンボ沢のシロヤシオを見トンボ沢・一般沢の女王様」が５分咲きといったとこシロヤシオを見を見見
に行きました。シロヤシオを見はちょうど見ごろできれい
した。
■湯殿山・山スキー
《山行日》2018/5/6(日)
《参加者》平松、トンボ沢のシロヤシオを見山崎（報告：山崎）
《 日 程 》 姥 沢 駐 車 場 8:20 ～ 石 跳 沢 9:10 ～ 湯 殿 山
10:40 ～ 南 斜 面 1102P11:30 ～ 湯 殿 山 1370 付 近
12:15/13:00～石跳沢 13:10～姥沢駐車場 14:00
《概要》シーズンを見締めくくるナイスザラメめくくるナイスザラメナイスザラメ
《内容》二日目は意外と好天となり青空が広がりますは意外と好天となり青空が広がりますとトンボ沢・一般好天となり青空が広がりますとトンボ沢・一般な感じでした。昨シーズンはかわり青空が広がります青空が広がりますが広がりますがり青空が広がりますます。
昨シーズンはかわ日とトンボ沢・一般同じルートで湯殿山に向かいます。朝日連峰がじルートで湯殿山に向かいます。朝日連峰がかいます。朝日連峰がが
綺麗です。平松さんに山の名前を確認するとスラスラです。平松さんに山の女王様」が５分咲きといったとこ名前を確認するとスラスラを見確認するとスラスラするナイスザラメとトンボ沢・一般スラスラ
とトンボ沢・一般出てきます。まるで庭のようです。結局シールは復てきます。まるナイスザラメで庭のようです。結局シールは復の女王様」が５分咲きといったとこようです。結局シールは復シールは復
活せず今日はフルシートラ、辛いですがアイゼンを装せず今日はフルシートラ、辛いですがアイゼンを装今シーズンのいい花につな日はフルシートラ、トンボ沢のシロヤシオを見辛いですがアイゼンを装いですがアイゼンを見装
着するとグリップして意外と快適です。飯豊に行ったするナイスザラメとトンボ沢・一般グリップして意外と快適です。飯豊に行ったして意外と好天となり青空が広がりますとトンボ沢・一般快適です。飯豊に行ったです。飯豊に行ったに行った
とトンボ沢・一般思い必死に登りました。湯殿山に登ると鳥海山が輝い必死に登りました。湯殿山に登ると鳥海山が輝に登りました。湯殿山に登ると鳥海山が輝り青空が広がりますました。湯殿山に登りました。湯殿山に登ると鳥海山が輝るナイスザラメとトンボ沢・一般鳥海山が輝
いていました。来シーズは必ずと鳥海山と約束しからシーズは必ず今日はフルシートラ、辛いですがアイゼンを装とトンボ沢・一般鳥海山とトンボ沢・一般約束しからしから
南斜面に滑り込みます。雪はナイスザラメ、広大な斜り青空が広がります込みます。雪はナイスザラメ、広大な斜みます。雪はナイスザラメ、広大な斜はナイスザラメ、トンボ沢のシロヤシオを見広がります大な斜な感じでした。昨シーズンはかわ斜
面な感じでした。昨シーズンはかわの女王様」が５分咲きといったとこで遠慮しないでロングターンを刻んで行きますしな感じでした。昨シーズンはかわいでロングターンを見刻んで行きますんで行きます。
ノール部のクラックに注意して気持ち良く滑走できまの女王様」が５分咲きといったとこクラックに注意して気持ち良く滑走できまち良く滑走できまく滑り込みます。雪はナイスザラメ、広大な斜走できまできま
した。もうシーズン終了しても悔い無しと言う感じでしても悔い無しと言う感じでい無しと言う感じでしとトンボ沢・一般言う感じでう感じでした。昨シーズンはかわじで
す。南斜面は登りました。湯殿山に登ると鳥海山が輝り青空が広がります返しが必須、東斜面に向けて登り返しが必須、トンボ沢のシロヤシオを見東斜面に向かいます。朝日連峰がけて登りました。湯殿山に登ると鳥海山が輝り青空が広がります返しが必須、東斜面に向けて登り返
します。二本目は意外と好天となり青空が広がりますは東斜面の女王様」が５分咲きといったとこメンツル斜面を見狙いましたいました。
東斜面も良く滑走できまく走できまり青空が広がりますストレスな感じでした。昨シーズンはかわしです。石跳沢まで滑り込みます。雪はナイスザラメ、広大な斜り青空が広がります
振り返ると、メンツル斜面を外している事に気付きまり青空が広がります返しが必須、東斜面に向けて登り返るナイスザラメとトンボ沢・一般、トンボ沢のシロヤシオを見メンツル斜面を見外と好天となり青空が広がりますしているナイスザラメ事に気付きまに気付きま
したが、トンボ沢のシロヤシオを見ナイスザラメに満足です。平松さんは狙いどです。平松さんは狙いましたいど
おり青空が広がりますとトンボ沢・一般言う感じでう感じでした。昨シーズンはかわじで落としてきました。あとは新緑の綺とトンボ沢・一般してきました。あとトンボ沢・一般は新緑の綺の女王様」が５分咲きといったとこ綺
麗です。平松さんに山の名前を確認するとスラスラな感じでした。昨シーズンはかわ森を登り返し、姥沢駐車場に到着となりました。を見登りました。湯殿山に登ると鳥海山が輝り青空が広がります返しが必須、東斜面に向けて登り返し、トンボ沢のシロヤシオを見姥沢駐車場に到着するとグリップして意外と快適です。飯豊に行ったとトンボ沢・一般な感じでした。昨シーズンはかわり青空が広がりますました。
■湯殿山・山スキー
《山行日》2018/5/5(土)
《参加者》平松、トンボ沢のシロヤシオを見山崎（報告：山崎）
《日程》姥沢駐車場 12:00～石跳沢 12:50～湯殿山
14:50～石跳沢 15:10～姥沢駐車場 16:00
《概要》石転び沢をエスケープして湯殿山ＢＣへび沢をエスケープして湯殿山ＢＣへ沢を見エスケープして意外と快適です。飯豊に行ったして湯殿山ＢＣへへ
《内容》飯豊に行った町に向かい天気予報を確認、悪化していに向かいます。朝日連峰がかい天となり青空が広がります気予報を見確認するとスラスラ、トンボ沢のシロヤシオを見悪化していしてい
るナイスザラメことトンボ沢・一般から、トンボ沢のシロヤシオを見急遽月山に向かいます。朝日連峰がかうことトンボ沢・一般にしました。４日日
の女王様」が５分咲きといったとこ夜は弓張で車中泊することにして、５日は朝からアは弓張で車中泊することにして、５日は朝からアで車中泊することにして、５日は朝からアするナイスザラメことトンボ沢・一般にして、トンボ沢のシロヤシオを見５分咲きといったとこ日は朝からア
ラレに雷と荒れ模様、それでも昼頃天気が回復するよとトンボ沢・一般荒れ模様、それでも昼頃天気が回復するよれ模様、トンボ沢のシロヤシオを見それでも昼頃天となり青空が広がります気が回復するナイスザラメよ
うな感じでした。昨シーズンはかわの女王様」が５分咲きといったとこで、トンボ沢のシロヤシオを見姥沢駐車場で待機しました。雨が止みもうしました。雨が止みもうが止みもうみもう
大な斜丈夫でしょうと言うことで、お昼頃姥沢駐車場を出でしょうとトンボ沢・一般言う感じでうことトンボ沢・一般で、トンボ沢のシロヤシオを見お昼頃姥沢駐車場を見出てきます。まるで庭のようです。結局シールは復
発しました。スキー場脇を登り湯殿山が見えた所からしました。スキー場脇を登り湯殿山が見えた所からを見登りました。湯殿山に登ると鳥海山が輝り青空が広がります湯殿山が見えた所からから
石跳沢への女王様」が５分咲きといったとこ斜面を見滑り込みます。雪はナイスザラメ、広大な斜り青空が広がりますます。そこそこ走できまり青空が広がります湯殿山の女王様」が５分咲きといったとこ斜
面への女王様」が５分咲きといったとこ期待が膨らみます。登り返し地点から森林限界らみます。登りました。湯殿山に登ると鳥海山が輝り青空が広がります返しが必須、東斜面に向けて登り返し地点から森林限界から森を登り返し、姥沢駐車場に到着となりました。林限界
に出てきます。まるで庭のようです。結局シールは復るナイスザラメとトンボ沢・一般強風、トンボ沢のシロヤシオを見飛ばされないように慎重に高度を上げばされな感じでした。昨シーズンはかわいように慎重に高度を上げに高度を上げを見上げげ
ます。山頂手前を確認するとスラスラまで２箇所、雪が切れていましたが登箇所から、トンボ沢のシロヤシオを見雪はナイスザラメ、広大な斜が切れていましたが登れていましたが登りました。湯殿山に登ると鳥海山が輝
るナイスザラメには影響がないレベルでした。湯殿山から北側に延がな感じでした。昨シーズンはかわいレベルでした。湯殿山から北側に延に延
び沢をエスケープして湯殿山ＢＣへるナイスザラメ稜線は雪が切れていて巨大なクラックが目立ちまは雪はナイスザラメ、広大な斜が切れていましたが登れていて巨大な斜な感じでした。昨シーズンはかわクラックが目は意外と好天となり青空が広がります立ちまちま
す。東斜面には薄っすらと新雪が積もり、ノートラッっすらとトンボ沢・一般新雪はナイスザラメ、広大な斜が積もり、ノートラッもり青空が広がります、トンボ沢のシロヤシオを見ノートラッ
クを見狙いましたってドロップして意外と快適です。飯豊に行ったしました。残念ながらストップ雪な感じでした。昨シーズンはかわがらストップして意外と快適です。飯豊に行った雪はナイスザラメ、広大な斜 、トンボ沢のシロヤシオを見
転び沢をエスケープして湯殿山ＢＣへばな感じでした。昨シーズンはかわいように一気に石跳沢まで落としてきました。あとは新緑の綺とトンボ沢・一般しました。沢沿
いを見少し下り、姥沢への登り返しとなりますがシールし下り、姥沢への登り返しとなりますがシールり青空が広がります、トンボ沢のシロヤシオを見姥沢への女王様」が５分咲きといったとこ登りました。湯殿山に登ると鳥海山が輝り青空が広がります返しが必須、東斜面に向けて登り返しとトンボ沢・一般な感じでした。昨シーズンはかわり青空が広がりますますがシール
が張で車中泊することにして、５日は朝からアり青空が広がります付きません。仕方ないのでシートラで戻りましな感じでした。昨シーズンはかわいの女王様」が５分咲きといったとこでシートラで戻りましり青空が広がりますまし
た。月山山麓はブナが芽吹き始め、雪と新緑の森がとはブナが芽吹き始め、雪と新緑の森がとき始め、雪と新緑の森がとめ、トンボ沢のシロヤシオを見雪はナイスザラメ、広大な斜とトンボ沢・一般新緑の綺の女王様」が５分咲きといったとこ森を登り返し、姥沢駐車場に到着となりました。がとトンボ沢・一般
ても綺麗です。平松さんに山の名前を確認するとスラスラでした。
■男体山・一般
《山行日》18/5/5《参加者》鈴木
《日程》《概要》山頂は吹き始め、雪と新緑の森がと雪はナイスザラメ、広大な斜でした《内容》

■燧ケ岳・山スキーケ岳・山スキー
《山行日》2018/5/1(火)
《参加者》山崎
《日程》御池 3:00～広がります沢田代 3:50～熊沢田代 4:30～
俎嵓 5:50/6:10～熊沢田代 6:15～モーカケ沢 6:30～林
道 6:40～御池 7:10
《概要》満月の女王様」が５分咲きといったとこ夜は弓張で車中泊することにして、５日は朝からアの女王様」が５分咲きといったとこＢＣへ
《内容》一度を上げやってみたかった満月の女王様」が５分咲きといったとこ夜は弓張で車中泊することにして、５日は朝からアに バックカ
ントリースキー、トンボ沢のシロヤシオを見ちょうど単独と言うことで、条件もとトンボ沢・一般言う感じでうことトンボ沢・一般で、トンボ沢のシロヤシオを見条件もも
揃いそうなので実行してみました。ミニ尾瀬公園で外いそうな感じでした。昨シーズンはかわの女王様」が５分咲きといったとこで実行してみました。ミニ尾瀬公園で外尾瀬公園で外で外と好天となり青空が広がります
に出てきます。まるで庭のようです。結局シールは復てみるナイスザラメとトンボ沢・一般、トンボ沢のシロヤシオを見見事に気付きまな感じでした。昨シーズンはかわ星空が広がりますとトンボ沢・一般明るい月の光り、準備をるナイスザラメい月の女王様」が５分咲きといったとこ光り、準備をり青空が広がります、トンボ沢のシロヤシオを見準備をを見
して御池に向かいます。朝日連峰がかいました。歩き出すと早速藪につかまき出てきます。まるで庭のようです。結局シールは復すとトンボ沢・一般早速藪につかまにつかま
り青空が広がりますます。何処を進んでいいのか迷います。雪も硬いのを見進んでいいのか迷います。雪も硬いのんでいいの女王様」が５分咲きといったとこか迷います。雪も硬いのいます。雪はナイスザラメ、広大な斜も硬いのいの女王様」が５分咲きといったとこ
でシートラで広がります沢田代まで登りました。湯殿山に登ると鳥海山が輝り青空が広がりますました。シラビソの陰の女王様」が５分咲きといったとこ陰
にな感じでした。昨シーズンはかわり青空が広がります暗い斜面とは違い、さすがに広大な湿原では遮い斜面とトンボ沢・一般は違い、さすがに広大な湿原では遮い、トンボ沢のシロヤシオを見さすがに広がります大な斜な感じでした。昨シーズンはかわ湿原では遮では遮
るナイスザラメもの女王様」が５分咲きといったとこがな感じでした。昨シーズンはかわく、トンボ沢のシロヤシオを見雪はナイスザラメ、広大な斜で月の女王様」が５分咲きといったとこ光り、準備をり青空が広がりますが反射して明るく、それして明るい月の光り、準備をるナイスザラメく、トンボ沢のシロヤシオを見それ
がまた神秘的です。来たかいがありました。再び森にです。来シーズは必ずと鳥海山と約束しからたかいがあり青空が広がりますました。再び森にび沢をエスケープして湯殿山ＢＣへ森を登り返し、姥沢駐車場に到着となりました。に
はいり青空が広がります熊沢田代までトラバース。燧ケ岳・山スキーケ岳とトンボ沢・一般月がな感じでした。昨シーズンはかわんとトンボ沢・一般
いうか神秘的です。来たかいがありました。再び森にです。熊沢田代に到着するとグリップして意外と快適です。飯豊に行ったしたころ後ろの女王様」が５分咲きといったとこ方ないのでシートラで戻りまし
から明るい月の光り、準備をるナイスザラメくな感じでした。昨シーズンはかわってきました。それとトンボ沢・一般同じルートで湯殿山に向かいます。朝日連峰が時に山頂にも雲に山頂にも雲
が掛かり始めてきます。残念ながら雲が多く朝焼けをかり青空が広がります始め、雪と新緑の森がとめてきます。残念ながらストップ雪な感じでした。昨シーズンはかわがら雲が多く朝焼けをく朝焼けをけを見
楽しむことはできませんでした。山頂への急斜面は し むことトンボ沢・一般はできませんでした。山頂への女王様」が５分咲きといったとこ急斜面は
シートラで登りました。湯殿山に登ると鳥海山が輝り青空が広がります、トンボ沢のシロヤシオを見雲の女王様」が５分咲きといったとこ掛かり始めてきます。残念ながら雲が多く朝焼けをかるナイスザラメ山頂に到着するとグリップして意外と快適です。飯豊に行ったします。視界
が良く滑走できまくな感じでした。昨シーズンはかわいの女王様」が５分咲きといったとこで早速滑り込みます。雪はナイスザラメ、広大な斜走できま開始め、雪と新緑の森がと、トンボ沢のシロヤシオを見熊沢田代を見見るナイスザラメとトンボ沢・一般がっ
かり青空が広がりますするナイスザラメぐらい雪はナイスザラメ、広大な斜解けが進んでいました。砂利だらけけが進んでいいのか迷います。雪も硬いのんでいました。砂利だらけだらけ
の女王様」が５分咲きといったとこ斜面を見避けて熊沢田代まで落とし、もうすぐ雪がなけて熊沢田代まで落としてきました。あとは新緑の綺とトンボ沢・一般し、トンボ沢のシロヤシオを見もうすぐ雪はナイスザラメ、広大な斜がな感じでした。昨シーズンはかわ
くな感じでした。昨シーズンはかわり青空が広がりますそうな感じでした。昨シーズンはかわ斜面を見、トンボ沢のシロヤシオを見雪はナイスザラメ、広大な斜を見つな感じでした。昨シーズンはかわいでモーカケ沢を見落としてきました。あとは新緑の綺とトンボ沢・一般
して林道に到着するとグリップして意外と快適です。飯豊に行ったしました。後は御池までゆっくり青空が広がります戻りましっ
て終了しても悔い無しと言う感じでです。今シーズンのいい花につなシーズンはび沢をエスケープして湯殿山ＢＣへっくり青空が広がりますするナイスザラメくらい雪はナイスザラメ、広大な斜解けが進んでいました。砂利だらけけ
が早いですね。来シーズは必ずと鳥海山と約束しからシーズンもナイトウォークやり青空が広がりますたい
とトンボ沢・一般思い必死に登りました。湯殿山に登ると鳥海山が輝います。
■燧ケ岳・山スキーヶ岳・山スキー岳・山スキー
《山行日》2018/4/30
《参加者》松岡
■ミツモチ・一般
《山行日》2018/4/30
《参加者》星
《内容》山の女王様」が５分咲きといったとこ駅から小間々の女王の咲き具合、大丸のから小間々とトンボ沢・一般の女王様」が５分咲きといったとこ女王の女王様」が５分咲きといったとこ咲きといったとこき具合、トンボ沢のシロヤシオを見大な斜丸のの女王様」が５分咲きといったとこ
アカヤシオを見、トンボ沢のシロヤシオを見ヤシオを見コースの女王様」が５分咲きといったとこシロヤシオを見の女王様」が５分咲きといったとこ花につなつき具合
を見見に行きました。小間々とトンボ沢・一般の女王様」が５分咲きといったとこ女王の女王様」が５分咲きといったとこトウゴクミツバツ
ツジですが、蕾は膨らんでいましたが、咲いていませですが、トンボ沢のシロヤシオを見蕾は膨らんでいましたが、咲いていませは膨らみます。登り返し地点から森林限界らんでいましたが、トンボ沢のシロヤシオを見咲きといったとこいていませ
んでした。大な斜間々とトンボ沢・一般の女王様」が５分咲きといったとこ駐車場まで歩き出すと早速藪につかまいて、トンボ沢のシロヤシオを見林道の女王様」が５分咲きといったとこ方ないのでシートラで戻りましを見歩き出すと早速藪につかま
くとトンボ沢・一般左右にアカヤシオが見ごろを迎えていました。とにアカヤシオを見が見ごろを見迎えていました。とえていました。とトンボ沢・一般
てもきれいでした。大な斜丸のまで林道を見歩き出すと早速藪につかまき行ってみまし
た。きれいでしたが、トンボ沢のシロヤシオを見ピークは過ぎ少し散り始めていぎ少し散り始めてい少し下り、姥沢への登り返しとなりますがシールし散り始めていり青空が広がります始め、雪と新緑の森がとめてい
ました。帰りはヤシオコースを歩き、シロヤシオの花り青空が広がりますはヤシオを見コースを見歩き出すと早速藪につかまき、トンボ沢のシロヤシオを見シロヤシオを見の女王様」が５分咲きといったとこ花につな
つき具合を見見ましたが、トンボ沢のシロヤシオを見今シーズンのいい花につな年は花につなつきが良く滑走できまさそうです
山の女王様」が５分咲きといったとこ駅から小間々の女王の咲き具合、大丸のに戻りましった歩き出すと早速藪につかま数は２万歩を超えました。は２箇所、雪が切れていましたが登万歩き出すと早速藪につかまを見超えました。えました。
■鳥海山・山ボ沢・一般ード
《山行日》2018/4/30
《参加者》平松
《日程》猿倉口～１ 458 付近～1732 付近～1939 付近
～七高山頂～行者岳東斜面滑り込みます。雪はナイスザラメ、広大な斜走できま 1700m まで～外と好天となり青空が広がります 輪に に
登りました。湯殿山に登ると鳥海山が輝 り青空が広がります 返しが必須、東斜面に向けて登り返し～百宅口方ないのでシートラで戻りまし面滑り込みます。雪はナイスザラメ、広大な斜 走できま ～2000m 付近に登りました。湯殿山に登ると鳥海山が輝 り青空が広がります 返しが必須、東斜面に向けて登り返し
～往路を戻るを見戻りましるナイスザラメ
《概要》今シーズンのいい花につな日も走できまるナイスザラメザラメでストレスな感じでした。昨シーズンはかわく楽しむことはできませんでした。山頂への急斜面はしめまし
た。
■姥ヶ岳・山スキー岳・湯殿山・山スキー
《山行日》2018/4/30
《参加者》深澤
《日程》ネイチャーセンター７時～姥が岳～金姥時に山頂にも雲～姥が岳～金姥 10
時に山頂にも雲＆休憩 30 分～湯殿山 11 時に山頂にも雲 30 分～NC12 時に山頂にも雲
■燧ケ岳・山スキーヶ岳・山スキー岳・山スキー
《山行日》2018/4/29
《参加者》増渕、トンボ沢のシロヤシオを見岸、トンボ沢のシロヤシオを見大な斜塚
《概要》賞味期限間近、トンボ沢のシロヤシオを見左は何とトンボ沢・一般か OK。大な斜塚さんす

ごいです。金の女王様」が５分咲きといったとこ卵というよりも「金のシャモ」です。とトンボ沢・一般いうより青空が広がりますも「金の女王様」が５分咲きといったとこシャモ」が５分咲きといったとこです。
■鳥海山北面・山ボ沢・一般ード
《山行日》2018/4/29
《参加者》平松
《概要》北面も無しと言う感じで事に気付きま滑り込みます。雪はナイスザラメ、広大な斜走できま、トンボ沢のシロヤシオを見藪につかまこぎ少し散り始めていは比較的です。来たかいがありました。再び森に？短く済みく済みみ
ました。

雪はナイスザラメ、広大な斜はストップして意外と快適です。飯豊に行った雪はナイスザラメ、広大な斜で、トンボ沢のシロヤシオを見最初の２ターンぐらいしか楽しめの女王様」が５分咲きといったとこ２箇所、雪が切れていましたが登ターンぐらいしか楽しむことはできませんでした。山頂への急斜面はしめ
ません。再び森にび沢をエスケープして湯殿山ＢＣへ俎嵓まで登りました。湯殿山に登ると鳥海山が輝り青空が広がります返しが必須、東斜面に向けて登り返します。２箇所、雪が切れていましたが登本目は意外と好天となり青空が広がりますは意外と好天となり青空が広がりますとトンボ沢・一般
走できまり青空が広がりますましたが、トンボ沢のシロヤシオを見新しい雪はナイスザラメ、広大な斜はストップして意外と快適です。飯豊に行った雪はナイスザラメ、広大な斜で
気を見抜くと転びそうになります。止まりそうになりなくとトンボ沢・一般転び沢をエスケープして湯殿山ＢＣへび沢をエスケープして湯殿山ＢＣへそうにな感じでした。昨シーズンはかわり青空が広がりますます。止みもうまり青空が広がりますそうにな感じでした。昨シーズンはかわり青空が広がりますな感じでした。昨シーズンはかわ
がら熊沢田代とトンボ沢・一般トラバースしてモーカケ沢への女王様」が５分咲きといったとこ急斜面
を見落としてきました。あとは新緑の綺とトンボ沢・一般しますが、トンボ沢のシロヤシオを見核心部のクラックに注意して気持ち良く滑走できまは間もな感じでした。昨シーズンはかわく雪はナイスザラメ、広大な斜が切れていましたが登れそうでし
た。林道に到着するとグリップして意外と快適です。飯豊に行ったし、トンボ沢のシロヤシオを見フキノトウを見採りながら御池駐車り青空が広がりますな感じでした。昨シーズンはかわがら御池駐車
場に戻りましり青空が広がりますます。フキみそが楽しむことはできませんでした。山頂への急斜面はしみです。

■ミツモチ・大な斜丸の・一般
《山行日》18/4/28(土)
《参加者》小林、トンボ沢のシロヤシオを見植木
《概要》一番の見ごろは過ぎたもののなかなかのアカの女王様」が５分咲きといったとこ見ごろは過ぎ少し散り始めていぎ少し散り始めていたもの女王様」が５分咲きといったとこの女王様」が５分咲きといったとこな感じでした。昨シーズンはかわかな感じでした。昨シーズンはかわかの女王様」が５分咲きといったとこアカ
ヤシオを見でした。そして、トンボ沢のシロヤシオを見その女王様」が５分咲きといったとこ後、トンボ沢のシロヤシオを見小林さんの女王様」が５分咲きといったとこ秘密基地
に行って、トンボ沢のシロヤシオを見シロヤシオを見を見楽しむことはできませんでした。山頂への急斜面は し みました。ちょっとトンボ沢・一般早
かったです。

■会津駒ヶ岳・山スキーヶ岳・山スキー岳・山スキー
《山行日》2018/4/21
《参加者》増渕、トンボ沢のシロヤシオを見深澤、トンボ沢のシロヤシオを見伊藤
《概要》水場下り、姥沢への登り返しとなりますがシールまで担ぎ。下りは左から堰堤の林道まぎ少し散り始めてい。下り、姥沢への登り返しとなりますがシールり青空が広がりますは左から堰堤の林道まの女王様」が５分咲きといったとこ林道ま
で滑り込みます。雪はナイスザラメ、広大な斜れました。雪はナイスザラメ、広大な斜解けが進んでいました。砂利だらけけが早いです。

■燧ケ岳・山スキーケ岳・山スキー
《山行日》2018/4/29《参加者》松岡

■枡形山・一般
《山行日》18/4/21(土)
《参加者》小林、トンボ沢のシロヤシオを見斎藤常、トンボ沢のシロヤシオを見植木
《概要》アカヤシオを見がきれいに咲きといったとこいていました。

■鳥海山・猿倉口・山ボ沢・一般ード
《山行日》2018/4/28
《参加者》平松
《日程》猿倉口～１ 458～1732 付近～1939 付近～七
高山～行者岳付近から東斜面滑り込みます。雪はナイスザラメ、広大な斜走できま～登りました。湯殿山に登ると鳥海山が輝り青空が広がります返しが必須、東斜面に向けて登り返して行者岳
～百宅口方ないのでシートラで戻りまし面滑り込みます。雪はナイスザラメ、広大な斜走できま～往路を戻るを見戻りましるナイスザラメ
《概要》《内容》
■鳥海山・秡川・山ボ沢・一般ード
《山行日》2018/4/27
《参加者》平松
《日程》秡川～七つ釜小屋～しゃり青空が広がりますざか～１９００ m
から滑り込みます。雪はナイスザラメ、広大な斜走できま～北東斜面～七つ釜小屋～秡川
《概要》フィルムクラスト、トンボ沢のシロヤシオを見走できまるナイスザラメザラメ、トンボ沢のシロヤシオを見メンツルで
した。
■燧ケ岳・山スキーケ岳・山スキー
《山行日》2018/4/22(日)
《参加者》平松、トンボ沢のシロヤシオを見山崎（報告：山崎）
《日程》御池 8:00～広がります沢田代 8:50～熊沢田代 9:50～
俎 嵓 10:50/11:30 ～ 硫 黄 沢 源 頭 11:45 ～ １ ９ ９ ０ Ｐ
13:00～東ノ田代 13:15～モーカケ沢～林道 13:30～御
池 14:１ 0
《概要》燧ケ岳・山スキーケ岳の女王様」が５分咲きといったとこベストラインを見滑り込みます。雪はナイスザラメ、広大な斜るナイスザラメ
《内容》中門岳の女王様」が５分咲きといったとこ予定をしていましたが、シートラがを見していましたが、トンボ沢のシロヤシオを見シートラが
長いということで再び燧ケ岳に行きました。雪解けがいとトンボ沢・一般いうことトンボ沢・一般で再び森にび沢をエスケープして湯殿山ＢＣへ燧ケ岳・山スキーケ岳に行きました。雪はナイスザラメ、広大な斜解けが進んでいました。砂利だらけけが
早く、トンボ沢のシロヤシオを見前を確認するとスラスラ日の女王様」が５分咲きといったとこ登りました。湯殿山に登ると鳥海山が輝高ルートが低木に阻まれていました。まれていました。
前を確認するとスラスラ日とトンボ沢・一般同じルートで湯殿山に向かいます。朝日連峰がじペースで俎嵓に到着するとグリップして意外と快適です。飯豊に行った。今シーズンのいい花につな日は念ながらストップ雪入りに作戦り青空が広がりますに作戦
会議を開き、ベストラインを選んで、硫黄沢ボールにを見開き、トンボ沢のシロヤシオを見ベストラインを見選んで、硫黄沢ボールにんで、トンボ沢のシロヤシオを見硫黄沢ボ沢・一般ールに
突入りに作戦し、トンボ沢のシロヤシオを見しっかり青空が広がりますとトンボ沢・一般ボ沢・一般トムターンを見刻んで行きますむことトンボ沢・一般ができま
した。二本目は意外と好天となり青空が広がりますは登りました。湯殿山に登ると鳥海山が輝り青空が広がります返しが必須、東斜面に向けて登り返して東ノ田代上げ部のクラックに注意して気持ち良く滑走できまの女王様」が５分咲きといったとこ１９９０Ｐ
からの女王様」が５分咲きといったとこ急斜面を見滑り込みます。雪はナイスザラメ、広大な斜り青空が広がります、トンボ沢のシロヤシオを見東ノ田代からモーカケ沢への女王様」が５分咲きといったとこ急
斜面を見滑り込みます。雪はナイスザラメ、広大な斜り青空が広がります、トンボ沢のシロヤシオを見林道に到着するとグリップして意外と快適です。飯豊に行ったとトンボ沢・一般な感じでした。昨シーズンはかわり青空が広がりますました。暑いですが天いですが天となり青空が広がります
気が良く滑走できまいの女王様」が５分咲きといったとこで、トンボ沢のシロヤシオを見尾瀬の女王様」が５分咲きといったとこ雰囲気に浸り、ほのぼのとしたり青空が広がります、トンボ沢のシロヤシオを見ほの女王様」が５分咲きといったとこぼの女王様」が５分咲きといったとことトンボ沢・一般した
気分で御池までの女王様」が５分咲きといったとこ林道を見歩き出すと早速藪につかまくことトンボ沢・一般ができました。
■燧ケ岳・山スキーケ岳・山スキー
《山行日》2018/4/21(土)
《参加者》平松、トンボ沢のシロヤシオを見鈴木、トンボ沢のシロヤシオを見山崎（報告：山崎）
《日程》御池 8:00～広がります沢田代 8:50～熊沢田代 9:50～
俎嵓 10:50/11:30～硫黄沢源頭 11:45～俎嵓 12:30～熊
沢田代 13:20～モーカケ沢～林道 13:40～御池 14:30
《概要》雪はナイスザラメ、広大な斜解けが進んでいました。砂利だらけけの女王様」が５分咲きといったとこ進んでいいのか迷います。雪も硬いのんだ燧ケ岳・山スキーケ岳
《内容》御池まで道路を戻るが開通したので早速行ってみましたの女王様」が５分咲きといったとこで早速行ってみま
した。駐車場は かな感じでした。昨シーズンはかわり青空が広がります空が広がりますいています。予想通したので早速行ってみまり青空が広がります雪はナイスザラメ、広大な斜解けが進んでいました。砂利だらけ
けは進んでいいのか迷います。雪も硬いのみ、トンボ沢のシロヤシオを見下り、姥沢への登り返しとなりますがシール部のクラックに注意して気持ち良く滑走できまはすでに低木が出てきます。まるで庭のようです。結局シールは復 始め、雪と新緑の森がとめています。今シーズンのいい花につな
までの女王様」が５分咲きといったとこ経験を活かして、マイルドなルートどりで熊を見活せず今日はフルシートラ、辛いですがアイゼンを装 か して、トンボ沢のシロヤシオを見マイルドな感じでした。昨シーズンはかわルートどり青空が広がりますで熊
沢田代まで登りました。湯殿山に登ると鳥海山が輝り青空が広がりますます。熊沢田代の女王様」が５分咲きといったとこ木道も既に出ていまに出てきます。まるで庭のようです。結局シールは復ていま
した。俎嵓もハイマツが目は意外と好天となり青空が広がります立ちまちます。緩やかな所をやかな感じでした。昨シーズンはかわ所からを見
狙いましたって俎嵓まで登りました。湯殿山に登ると鳥海山が輝り青空が広がりますます。それにしても暑いですが天い、トンボ沢のシロヤシオを見Ｔシャシャ
ツの女王様」が５分咲きといったとこ人もいるぐらいです。山頂でミトベさんと会ったもいるナイスザラメぐらいです。山頂でミトベさんとトンボ沢・一般会った
の女王様」が５分咲きといったとこで、トンボ沢のシロヤシオを見硫黄沢の女王様」が５分咲きといったとこ源頭部のクラックに注意して気持ち良く滑走できまを見一本一緒に滑りました。やりに滑り込みます。雪はナイスザラメ、広大な斜り青空が広がりますました。やり青空が広がります

■ミツモチ・一般
《山行日》2018/4/19
《参加者》星ズ《日程》《内容》大な斜間々とトンボ沢・一般の女王様」が５分咲きといったとこヤシオを見コー
スの女王様」が５分咲きといったとこ大な斜丸のの女王様」が５分咲きといったとこアカヤシオを見を見見に行きましたが、トンボ沢のシロヤシオを見残念ながらストップ雪な感じでした。昨シーズンはかわが
ら大な斜部のクラックに注意して気持ち良く滑走できま分が数は２万歩を超えました。輪にしか咲きといったとこいていませんでした。（一部のクラックに注意して気持ち良く滑走できまは
１分咲きといったとこきぐらい）傍の谷には雪渓がかなり残っていまの女王様」が５分咲きといったとこ谷には雪渓がかなり残っていまには雪はナイスザラメ、広大な斜渓がかなり残っていまがかな感じでした。昨シーズンはかわり青空が広がります残っていま
した。その女王様」が５分咲きといったとこ影響がないレベルでした。湯殿山から北側に延かとトンボ沢・一般思い必死に登りました。湯殿山に登ると鳥海山が輝われます。山で出てきます。まるで庭のようです。結局シールは復会った人もいるぐらいです。山頂でミトベさんと会ったに聞
いたら、トンボ沢のシロヤシオを見桝形山の女王様」が５分咲きといったとこアカヤシオを見は２箇所、雪が切れていましたが登分咲きといったとこきぐらいの女王様」が５分咲きといったとこ事に気付きまで
した。
■ミツモチ・一般
《山行日》2018/4/13
《参加者》星ズ《日程》《内容》ミツモチ山にアカヤ
シオを見の女王様」が５分咲きといったとこ下り、姥沢への登り返しとなりますがシール見に星ズで今シーズンのいい花につな日行ってきましたが、トンボ沢のシロヤシオを見な感じでした。昨シーズンはかわんとトンボ沢・一般ア
カヤシオを見が南斜面に７時～姥が岳～金姥～８分咲きだったのでびっくり分咲きといったとこきだったの女王様」が５分咲きといったとこでび沢をエスケープして湯殿山ＢＣへっくり青空が広がります
しました。育樹祭の駐車場から林道を塩谷町方面１．の女王様」が５分咲きといったとこ駐車場から林道を見塩谷には雪渓がかなり残っていま町に向かい天気予報を確認、悪化してい方ないのでシートラで戻りまし面１．
２箇所、雪が切れていましたが登キロで登りました。湯殿山に登ると鳥海山が輝山口から登りました。湯殿山に登ると鳥海山が輝り青空が広がりますました。帰りはヤシオコースを歩き、シロヤシオの花り青空が広がりますはさくら山経由
で東から下り、姥沢への登り返しとなりますがシール山、トンボ沢のシロヤシオを見歩き出すと早速藪につかま数は２万歩を超えました。１５分咲きといったとこ０００歩き出すと早速藪につかまを見超えました。えました。途中
カタクリ、トンボ沢のシロヤシオを見スミレ、トンボ沢のシロヤシオを見ニ尾瀬公園で外リン草など楽しめました。な感じでした。昨シーズンはかわど楽しむことはできませんでした。山頂への急斜面はしめました。

