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アルプスの雪解け水に次々と手を触れる子ども達は、
『チョー冷たい』
『気持ち
いいッ』と興奮気味。イワナを見つけて声を弾ませる子もいました。
『子ども達が水の中で転がったり、水を掛け合ったりしてはしゃいでいる情景
を見ていて、私が昔遊んだ故郷を思い出しました』と谷口さん。元気をもらった
のは私達だったのかもしれません。
なお、小林さんは小谷でのバーベキュー準備に、鶴川栄子さんは 3 日間毎日子
どもたちの食事準備等で、参加していただきました。
スタッフ参加のみなさん，お疲れ様でした。
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川遊び・自然体験を満喫～南相馬の子ども達

山行報告

遠かった(^_^;)平ヶ岳

谷口伸二

6 月 25 日(水)～26 日(木) 単独

6

大町労山から６名～全国連盟女性委員会・夏休み企画を支援
『思いっきり自然遊びを楽しみたい!!』と福島県南相馬市の小学生たち 21 人が
小谷村を訪れ、ハイキングや川遊びなど、たっぷりの自然にまみれて８月１日から
4 日間を過ごしました。
労山女性委員会に依る企画『夏休み in 小谷村』で、40 名のボランティアの支え
により実施されたもの。大町労山からは、３日白馬グリーンスポーツの森での川遊
びに、谷口会長はじめ、桑原さん、横田さん、内藤さんらが支援に駆けつけ、平川
と姫川本川との合流点で主に安全管理に当たりました。
合流点付近は下流が流速・水量ともに危険度が大きいのでロープを張り、また平
川の上流側にもエリアを決めるためのロープを張る等して監視の目が行き届くよ
うに準備をし、楽しく遊んでもらうことができました。

p. 1

行程；
6 月 25 日：松川自宅(17:30)→鷹ノ巣登山口(23:30)
26 日：鷹ノ巣登山口(4:30)→(6:25)下台倉山(6:35)→(7:30)台倉山(7:35) →
(8:30) 白沢清水(8:30) →(10:05) 姫池((10:10) →(10:25) 玉子岩(10:30) →
(10:45)姫池(10:50)→(11:20)平ヶ岳三角点(11:25)→(11:30)平ヶ岳山頂
(11:35)→(12:15)姫池(12:15)→(13:00)白沢清水→(13:50)台倉山→(14:30)下
台倉山→(16:15)鷹ノ巣登山口
6 月 20 日に宮島さんと登るはずだった平ヶ岳。私の調査不足で銀山平からの
冬期通行止めが解除されておらず（20 日 16:00 に開通した）
、守門岳に変更して
しまった山・平ケ岳に再挑戦した。
6 月 25 日 17：30 自宅を出発。途中で買出し等をし、トンネルばかりのシルバ
ーラインを通って前週来た銀山平に着いたのは 22：00 を過ぎていた。
そこから真っ暗な湖に沿ったカーブの多い道路を走り、登山口の鷹ノ巣駐車場
に着いたのは 23：30 頃となった。駐車場には私の他に 3 台止まっていた。車中
でおにぎりとビールで夕食を済ませ 24：00 頃就寝。
26 日は 3：30 に目覚ましをかけ、車中でおにぎりとみそ汁で朝食を取り出発
する。しばらく林道を歩いて平ヶ岳登山道と書いた看板から登り始めるが下台倉
山までは意外と急登で長い。振り向くと尾瀬の燧ケ岳が快晴の青空の中できれい
な形をしてそびえている。久しぶりの好天で気分が良い。

下台倉山からの道はこれまでと変わり、長い尾根道の上がり下がりとなる。途
中に台倉清水とか白沢清水とかの水場が地図に書かれているが、水量が少なく飲む
気がしない。水場としてはあまり期待しない方が良いと思った。
白沢清水を過ぎると残雪のあるオオシラビソの樹林の中に入り、道が分からなく
なる。足跡もなく少しウロウロしたが小さな赤いテープと木道を発見した。もう少
し雪が多くガスっていると注意しなければ迷いそうな所だ。デジカメに目印となる
木とマークを写して先へ進む。
ここを越えてしばらく登ると姫池に出る。青空を写した池と池塘が広がり、残雪
の残った越後駒ヶ岳がきれいだ。サクラソウ、チングルマなどの花が広がる。木で
作ったテラス状の広場で大の字に寝転ぶ。誰もいない、静かだ。ゆっくり眠りたい
気分になったが、今日の行程はまだ長いのでおにぎりを食べて玉子石まで行くこと
とする。
玉子石は平ヶ岳の案内書や山行記録等に必ず出てくるので行かないわけにはい
かない。山頂へ向かう木道から右に分岐し、木道と残雪の上を歩いて 15 分くらい
で岩の上に丸い岩が乗った玉子石に着く。お地蔵さんの頭か、串団子のような形を
している。どうしてこんな格好になったのかと不思議に思う。
玉子石から引き返し山頂への分岐に着いた頃から空に黒い雲が広がり始める。姫
池に置いてきたザックが心配になり、カバーをかけに戻って山頂に向かう。少し下
って登り返し、30 分位で三角点と平ヶ岳と書いた木柱があったのでセルフタイマ
ーで写真を取り、下山しようかとしていると後から登ってきた年配の男性が「本当
の山頂はこの先にあるアンテナの所ですよ」と言う。そう言われれば向こうの方が
少し高いような気がするので行くこととする。何も表示は無いが地図を見ると１ｍ
程高いようだ。
空を見ると雲が多くなってきたので急いで下山と
する。台倉山まで来ると尾瀬の方は白く霞んで夕立
のような強い雨が降っている模様。こちらへ来くる
なと願いつつ休憩も少なくして急ぐ。
16：15 駐車場に下山。今回は合羽の世話にならず
にすんだ。我が家からの距離、山頂までの距離、遠か
ったぁ～。
谷口
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私の山歴（2）3 月・谷川岳オキの耳の雪庇に穴を開ける
桑原 巌
20 歳前後の頃の私は、谷川岳周辺の沢登りにのめり込んでいた。そしてついに
3 月のマチガ沢に単独で挑戦した。
昭和 33 年、23 歳の春である。唯一の頼りは、長越茂雄著『谷川研究』である。
ピッケル、アイゼンは借り物、防寒具はスキー用のヤッケ。とにかく一応の用具
を身に着けて上越線の列車に乗り込んで土合へむかった。上越国境の長い清水ト
ンネルを抜けて土合駅に降り立つと、まだ暗い空に星がまたたいていた。
夜明けを待ってマチガ沢へ向かう。もちろん登山道はまだ雪の下である。マチ
ガ沢の出合までは 30 分ほどである。マチガ沢の本谷へ入り上部を目指す。
本谷は最初は緩い雪面で、どんどん高度が上がる。雪面はクラストしてアイゼ
ンがよく効く。雪崩の形跡はなく、傾斜はだんだん斜度が上がり，登りは厳しく
なる。正面上部に耳二つ、右に
シンセン岩峰が望める。
斜面はさらに急傾斜にな
り、六の沢へ入る。この沢のつ
めがオキの耳である。ここか
らトラバースして東尾根(シン
セン尾根上部)へ向かう。急斜
面のトラバースは極度の緊張
を強いられる・。
やがてトラバースが終わ
り、緊張から解放される。しか
しこの後にもっと厳しい試練
が待っていた。東尾根をしば
らく登るとオキの耳直下に着
いた。そこには巨大な雪庇が
待っていた。雪庇の向こうに
は登山者の声がする。いくら
探しても登り口は見つからな
い。覚悟を決めて雪庇切りに

かかった。雪庇に穴を開けることにしたのである。掘って掘って掘り続けて約 1
時間…，穴の向こうに空が見え、登山者の覗き込む顔が見えた時には、助かった
という思いだけだった。それ以来 2 度とこんな穴掘りの経験はない。

紙上レポ

レスキュー講習会に参加して

横田竜三

７月 26・27 日に行われた県連主催のセルフレスキュー（救急法）に参加された
横田さんからの報告を転載します。

血液の基本
体の血液の量は体重の約 8%，13 分の 1 である。
体重 70 ㎏の人では 70×0.08≒5.4ℓ
その 20％，約 1ℓが一時に出血すると致命的となる。
Ⅰ；ＡＢＣの確認
要救助者を見つけた時、二次被害を防止する意味から、安全な場所であるかど
うかを第一に確認し、それから手当に当たるべきである。
A…Air(気道確保) 首を後ろにして顎を上げる。
B…Breathing(呼吸確認) 頬を要救助者の鼻に近づけ、呼吸の乱れを確認する。
胸の上下運動は分かりづらい。
C…Circulation(血液循環の確認) 脈をとる。手を握り、手が冷たくないかを
確認。この時、汗ばんで冷たければ大出血を疑う。

Ⅱ；体からの出血 骨折を確認する
高エネルギー障害(高い位置から落ちること)では、頸椎損傷を疑うため、必ず頭
を固定する。他に誰かいれば固定してもらう。
次に体を触って確認する。その際、
「これから体を触りますけど、よろしいです
か?」と声をかけること。また、両腕、胸、腹、骨盤、太もも、両足の順で上から下
まで、
必ず同一人が一人で行うこと。
骨盤は痛がる場合は2 度と触ってはならない。
ログロール(丸太転がし)で背中、足も触り、確認する。痛がると触る強度を弱めて
しまいがちだが、痛がると言うことは取りあえず命に別状はないと言うことなので、
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弱めずに確認を続ける。
他に誰かいれば、その都度記録係、連絡係をお願いする。
『救助』なので「
『119』
をお願いします」と言うこと。
『遭難』ではなく、
『事故』でない救助であることを
認識すること。

Ⅲ；その他
要救助者を常に励まし、体の状態～脈，顔色，呼吸の速度，返答の具合等～
を確認すること。枕、シートをかける、マットの上に横たわらせる等して体を温
めること。
出血のコントロール～動脈を押して止める。
三角巾の使い方を習熟してくこと。
常時、ファーストエイドキットの中に、
『三角巾，テーピング，薄いゴム手袋』
を装備しておくとよい。
Samsprinto(サムスプリント) 固定の道具～登山用品店で手に入る。
細引，スリング(120cm2 本/60 ㎝ 2 本)，環付きカラビナ 1 枚，カラビナ 2 枚
を用意しておくとよい。
横田さんのレポは以上ですが、実践的に練習を積む必要があるとのことでし
た。

第４回例会

（ ７ 月

22 日 ）

報 告

１、この間の山行について････6/24 の例会以降
①6/25（水）～27（土）平ケ岳・八海山：谷口
②6/28(土)風吹岳～天狗原：神津単独
③6/30(月)大渚山：石井夫妻・土屋
④7/3（木）～4（金）爺・鹿島槍：谷口・臼井・鈴木
⑤7/5（土）岩ﾄﾚ：雨天中止
⑥7/6(日）針ノ木岳：谷口・尾形・桑原・横田・小松原利・鈴木
ﾋﾔﾘﾊｯﾄ：落石３個すぐ近くをﾀｲﾔのごとく猛ｽﾋﾟｰﾄﾞで
⑦7/6(日）～７日（月）白馬岳：内藤
⑧7/12(土）～13(日)五竜・鹿島槍・爺：横田
⑨7/16(水)から 22（火）舟窪：勝野

＊12 日（土）土曜例会＆小林さんご苦労さん会 10 人参加

合宿に参加しよう

谷口・小林・桑原・鈴木・小山・尾形・北條･小松原利・津田・宮島

２、当面の山行等について
合宿について

８月 22（金）～24（日）8/19 例会終了後ﾐｰﾃｨﾝｸﾞを行う
（日程の詳細は別項）

３、機関誌『ごんぞ』について

８月２２日（金）～２４日（日）
大町労山は、現在夏の合宿しか行えていません。山岳会にとって「合宿」は、できる
だけ多くの会員が参加して、同じ釜の飯を食べて、山行を共にし、交流する唯一の機会

1；基本的には従来の文集形式を踏襲する。
2；全会員に 1 つ以上の記事を書いてもらうことを目指す。
・テーマは自由、山行報告(2014 年に限らず、過去の山行記録）や若き日
の山の記録、我が山旅，憧れの山，原点の山等、山への思いを…
・山弁当、行動食～私の定番等，自由なテーマで その他、日々雑感，主
張等、何でも可

４、今後の月例山行等について
例会が第４火曜日なので、月例山行を原則として第一日曜日（事情により第二、雨天
順延で第二）に設定する。月一回以上月例山行を行い、可能な限り数ヶ月先まで決め
る。希望の山を積極的に出そう。
例 ９月 雨飾山、蝶～常念、燕
10 月 焼岳、八ケ岳方面、風吹キノコ狩り山行
公開山行：昨年 10/19 京ケ倉
11 月 北岳、甲斐駒、妙義山
12 月 天狗岳
以前から検討の山：瑞垣山・鍋倉山・岩殿山・日向山
＊教育訓練：縦走のための岩トレを別途検討

です。昨年は雨で実施できなかったため、是非可能な限り多くの会員の参加を訴えます。
（小屋泊まり・テントいずれも可）

●22 日（金）5:00 すずむし荘発････新穂高温泉→わさび平小屋→鏡平→双六小屋
（泊）
80 ｷﾛ 2h
ｺｰｽﾀｲﾑ 7h30
●23 日
（土）双六小屋→双六岳ﾋﾟｽﾄﾝ→西鎌尾根→槍→槍ヶ岳山荘（泊） ｺｰｽﾀｲﾑ 7h
●24 日（日）槍ヶ岳山荘→飛騨乗越→槍平小屋→新穂高温泉 ｺｰｽﾀｲﾑ 5h30

当面の予定

8 月の例会は前倒ししています。山行計画は予定です。.

8 月 19 日(火)

・8 月例会

・合宿 8 月 22 日(金)～24（日）
・９月会山行

９月７日（日）燕岳

・県連秋の交流山行 9 月 13 日（土）～15 日（月）詳細別項
・岩トレ

９月２１日（日）大町市・仏崎岩場

・県連自然保護学習会 10 月４日（土）大鹿村
５、その他

・10 月会山行 10 月５日（日）戸隠山

①８月拡大役員会及び例会の前倒し
②2014 福島のこどもたちと夏休み 8/1（金）～4（月） 小谷
全国連盟女性委員会主催・協力長野県連
3 日 白馬グリーンスポーツの森での活動支援
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募集 20 名（小４～6 年生）

・県連気象講習会 10 月 18 日（土）松本
・秋の公開山行 10 月 19 日（日）京ケ倉
・キノコ狩り山行 10 月 26 日（日）風吹岳

③新入会員等教育訓練計画 秋に仏崎岩場で予定

その他の個人山行

④県「信州山のグレーディング」発表

アルプスへ，北海道へ，ヨーロッパへと多彩な計画が予定されてい
るようです。くれぐれも安全登山で楽しくネッ!!

投稿 被爆の惑星 ～ 69 回目の原爆記念日に

2014年度 秋の交流山行(北岳～間ノ岳縦走）
主

催

長野県勤労者山岳連盟

主

管

組織部

目

的

会員の交流

山

域

南アルプス 北岳～間ノ岳縦走

期

日

2014年9月13日（土）～9月15日（月）

森田義彦

集合時間・場所

2014年9月13日（土）午前5時20分

ミーティング

2014年9月7日（日） 開催時刻及び場所は後日参加者に連絡します。

伊那市営バス仙流荘営業所 （駐車場有）

対象者

労山会員で、9月7日のミーティングに参加できる者（予定山域は急登及び長時間歩行あり）

申込方法・締切

各会毎に別シートの申込書に必要事項をすべて記入し、8 月2 3 日（ 土） 必着でお願いします。

申込先

組織部 担当

元矢 則子（川西山の会）

携帯： 0 9 0 －4 4 6 0 －1 2 7 1

別紙申込書に必要事項を記入のうえ、ＦＡＸ又はメールで申し込んでください。
ＦＡＸ：０２６７－５３－５７２２
メール： sakura12@sas.janis.or.jp
その他

安全登山のた め、参加人数は 1 0 名程度を予定し て います。

県連留守本部

堀内 義博（県連遭対委員長）

9 / 1 3 ＊小雨決行

090-3558-3571

注意報・警報等出ている場合は前日午後9時までに中止連絡を出します。

北沢峠経由 広河原着 7：50
行 6：05 バス 仙流荘発
動 8:00 広河原発ー大樺沢ー二俣ー八本歯のコル
計 16:30 北岳山荘 泊
画
9/14

9/15
6:00 北岳肩の小屋発
11:00 広河原着

6:30 北岳山荘発
8:30 間ノ岳

12:00 バス 広河原発
ー北岳山荘ー北岳ー

秋山 小屋泊まり 2泊
バス料金
備

14:00 解散
一般装備

＊軽アイゼン

北岳山荘 8,000円 北岳肩の小屋 8,000円
仙流荘～北沢峠 1,340円 、北沢峠～広河原 750円 計2,090（片道）

＊詳細については、9月7日のミーティング時に確認
地形図：仙丈岳及、間ノ岳

食

北沢峠経由

13:50 バス 仙流荘着

14:30 北岳肩の小屋 泊

装 宿泊料金
備

小太郎尾根分岐経由

8:30 白根御池小屋

（2万5千図）

9/13

朝食・昼食・・・各自

夕食・・・小屋

糧 9/14

朝食・夕食・・・小屋

昼食・・・各自

県連「自然保護学習会」

9/15

朝食・・・小屋

昼食・・・各自

10 月 4 日(土)(一日コースのハイキング)

■場所: 大鹿村
■講師: 桃沢孝夫さん(駒ヶ根)
■内容: 大鹿村周辺で木の実、キノコ、山菜等を観察・収穫し、里山から亜高山
帯の自然環境について学習する(時間が許せば中央構造線の"露頭"なども観察)
■参加者: 長野県内の労山会員参加費: 1,000 円
■締め切り: 2014 年 10 月 1 日(水)
■申し込み:tak@jolie.shinshu-u.ac.jp (滝沢) または FAX 0268-21-5496 (滝沢)
問い合わせ先:上記のメールあるいは FAX、または携帯電話: 090-8027-0537(滝沢)
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珍しく今年は家の中で黙祷
した。登山道にいても出勤途上
であっても、8 時 15 分のその
刻時刻にそれを欠かしたこと
はない。仕事の最中に 1 分だけ
時間をもらって黙祷させても
らったこともある。
1945 年 8 月 5 日。その夜 5
つ年上の姉(次女)が急に腹痛を
起こした。
父は海軍の軍人で、たまたま呉に寄港して広島の西隣にある八幡村に帰ってお
り、翌 6 日の朝には汽車で広島を通って呉に戻ることになっていたが、姉の病状
が納まらないのでそのまま家にいた。
母は勤労動員で当時 1 才の私を背にくくりつけ、3 つか 4 つの兄(長男)の手を
引いて広島に出かけることになっていたが、姉の看病のためにその日の動員を休
んだ。
その間に原爆が落とされ、私の一家は奇跡的に被爆を免れた。 姉が腹痛を起こ
していなかったら、その姉と長女の 2 人を残して、私たち 4 人は一瞬の間にこの
世から消えていたか、被爆者として長い苦しみを背負って生きなければならなか
ったはずである。
父はよくその話しをしたが母の口は重かった。それは自分が休むために代わっ
てもらった知り合いの誰かが帰らぬ人となったからではないかと、私は思ってい
る。死んでも地獄，生き残っても地獄なのである。
私達のように奇跡的に死の灰を浴びなかった者と被爆した人を同列に論じるこ
とは出来ないが、それが広島をねらって落とされたものであるなら、あの日，広島
とその近辺にいた者のすべては被爆者であり、日本に落とされたものである以上，
すべての日本人は被爆者なのだと思う。
それが地球に落とされたと言うことは、地球と地球上のすべての生命が被爆した
と言うことに他ならない。

人類は自らの頭上で核を炸裂させ、地球は被爆の星となった。それが人間の所業
であることは紛れのない事実である以上、人類にはこの過ちを正し、二度と繰り返
さないことを明確にする責務がある。
八王子ではその時間にサイレンが鳴り、ここ大町では山中にあるお寺の鐘が鳴ら
される。
自分にとっての黙祷は、その日を忘れないための儀式であり、またやむにやまれ
ぬ個人的な思いの表現
であって、誰かに訴え
ようと言うものではな
い。
なので、登山道の脇
でラジオの音を小さく
して、目立たぬように
目を瞑って頭を垂れる
だけであるが、その時
に鳴らされる平和の鐘
の音が意外と響くの
で、ふと立ち止まって
『あゝ そうか…』と
頷きながら会釈して行
く人もある。
ある年は同行したメ
ンバー全員が黙祷に加
わってくれたことがあ
り、それはやはり嬉し
い出来事であった。
1 年にたった 1 回だ
けでもいい。ヒロシマ・
ナガサキに思いを馳せ
る時間を持って欲しい
と切に願うものであ
る。
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