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山行報告

厳冬の赤岳(2899ｍ) ~気力・体力・技術を確認

記録者 小山守彦
VOL1-NO10 2015。1。15発行
発行発行行

謹賀新年

同行者 CL 勝野 鈴木 斉藤

＊期日 2014 年 12 月 23 日(祝)
＊天気 晴れ 稜線強風
車で美濃戸口から林道にはいってから沢に向かって下り、沢を渡ってすぐのカ
ーブが毎回車が上がるかどうか心配する所だ。去年は凍結していてヒヤヒヤだっ
たが、今回は新雪で難なく上ってくれた。ホッ！とする。
美濃戸から歩き始め行者小屋へ。展望荘近辺の稜線は雪煙が舞い上がっていた。
地蔵尾根を急登し文三郎尾根を下山した。

2015 年 あけましておめでとうございます。
今年も安全登山をよろしくお願いします。
新年早々、山岳遭難のニュースが流れ、その度に登山届の有無が言われて
います。
さらに、ネットの書き込みには「救助費用は誰が払うのか」といったこと
ばが・・・。
登山は自己責任です。と言いながら遭難すれば救助を要請する。世間の目
は厳しくなっています。
今年は、事前の訓練・学習・体力づくり等の準備を整え楽しく登りましょ
う。
大町労山会長 谷口 伸二
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稜線では冷たい風がビュービューと吹いていた。赤岳山頂に着いた(12：45)頃
は意外に風がなくて日当たりの良い小屋の陰で、正面の富士山を眺めながらみん
なゆっくり座ってのお昼となった。
山頂からの岩場の下山は雪がしっかり締まっていて、アイゼンが良く効いた。
アイゼンの爪を反対足のスパッツに引っかけないように気をつけた。
今年も仲間と共に寒さ厳しい赤岳に登れたことで自分の気力、体力、技術を確
かめられた。
全員元気で下山し「もみの湯」で温まって無事帰ってきた。

新春富士見山行

毛無山 （1500.1ｍ)

2015 年 1 月 4 日(日)

報告者；宮島 順一

参加者；尾形 桑原 鈴木 谷口 津田 鶴川／(観)石井 小林 佐藤 谷口(ま)

2015 年元日登山 鷹狩山カンジキハイク

森田 義彦

2015 年の元日登山を地元の鷹狩山と決め、5 時半に山岳博物館の駐車場に集合，来た者
だけで登ると言う緩い呼びかけに宮島さんが応じてくれて 6：00 の出発となる。
博物館の駐車場から道を隔てた南側にある鷹狩小径の入り口は、除雪の雪溜りが大きな
壁になって入口を塞いでおり、
その雪壁を乗り越えると谷に沿って伸びる道が現れる。 し
っかりした踏み跡を辿ること数分で砂防堰堤に突き当り右折して尾根に出ると東に向かっ
て緩やかな道がまっすぐ伸びる。
空に星はなく、あるか無しかの小雪が舞っているが凍てつくほどの寒さではなく、20 分

1 月 4 日(日) 会山行として毛無山へ出かけた。昨年は竜ヶ岳に登り富士山の眺望
を楽しんだが、
本年はどこの山から富士山を眺望するかを会で検討し毛無山となった。
今回は 3 台の車に分乗し、その内 1 台は観光ということで参加した。
甲府南 IC で降り、登山口になる文化洞トンネルに向かう。登山口が分からず通過
して戻ることになったが、戻るときには登山口の看板が分かりほっとする。
下山口に車を 1 台廻してから登山を開始する。登山道は雪もなく、昨年の登山道の
ようにぬかるんでなく大変歩きやすかった。
頂上には多少雪があったが、安曇野とは違って暖かく、富士山の眺望を十分楽しむ
ことができた。眼下には河口湖、西湖、そして遠くには、山中湖も遠望できる。

も歩くと熱くなってヤッケを脱ぎ、汗を書かないように長そでシャツのボタンをはずして
熱を逃がしながら歩く。ウールの手袋さえ邪魔になる。
しっかりしたトレースを辿って約 40 分で山の子村を通過。さらに直進 25 分で林道に突
き当たり、しばらく林道を歩いて左手の斜面に直登する踏み跡を見つける。ここから急登
となるが 20 分弱で再度折り返してきた林道にぶつかる。林道を横切ると右に向かう道に踏
み跡があり、それを辿ると大きく迂回することになるので途中から適当に斜面に入って強
引に直登し、10 数分で山頂展望台が見えてくる位置に達する。
ササユリとかシュンラン等の植物の看板のあるその一帯から展望台まで 6～7m の壁があ
り、よじ登るのはしんどいので林道に沿って迂回し、8：02 に山頂に至る。
ワカンをはずして展望台に登ってみたが、本来なら目の前に広がる筈の蓮華・爺・鹿島
槍ヶ岳は雲の中で、わずかに山裾から中腹辺りが見えるだけ。見下ろす大町の市街地も雪

下山口である足和田集落で感じたことは新年の松飾りがないこと（玄関に謹賀新年
の紙が貼りつけてあった）と松の木を雪吊してあることである。
（雪国ではないが‥）
帰りは川口湖で観光グループと合流し、山梨市『ほったらかしの湯』の露天風呂か
らもう一度富士山の眺望を楽しんで帰宅した。
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に沈んで眠っている。屋上展望台とは別に中展望室と言うガラス張りの部屋があり、そこ
に 4 人の先行者がいて挨拶を交わす。
汗をかかないように登ったつもりでも 1 時間近く休むとさすがに冷えてきたので 9：00
から下山開始。30 分で山の子村を通過し、50 分で登山口に帰り着く。

東天狗岳(北八ヶ岳)は地吹雪だった
2014 年 12 月 13 日～14 日

桑原

巖

参加するかどうか迷っていた佐久山の会の送年山行(東天狗岳登山)、秀さんに
背中を押されて参加することにした。そこで思い立ったのが山道具を新調する
ことだった。昨年は、ヤッケは妹から借りた赤いヤッケ、登山靴はレンタルと何
とも締まらないスタイルだった。まだこの先の事もあると思い切って白馬駅前通
りに新しく開店した好日山荘で登山靴、
ウインドヤッケ上下、
防寒手袋を買った。
新しい山道具を買ったのは何年ぶりだろうか？ 新しいランドセルを買ってもら
った新一年生のような気分だ。
12 月 13 日 7 時 43 分の電車で松川へ。駅に迎えに来てくれた谷口会長宅で
10 時まで時間調整。10 時過ぎに谷口家出発、穂高の勝野家で秀さんを拾って豊
科インターで高速道に乗り、甲州の長坂インターで一般道へ降りて、ここで秀さ
んの知り合いの静岡の若い女性を一人乗せて一路北八ヶ岳へ向かった。
松原湖を通り過ぎ、やがて稲子湯近くになると道路に雪が現れ、稲子湯を過ぎ
ると路面は完全に雪に覆われ、除雪はされていたが時々ハンドルがとられそうに
なるような路面の道がしばらく続き、やがて車の終点ゲートに到着。ここには 10
台近い車が駐車していたが殆どが県外ナンバーだ。
ここで装備を身に着けて 13時半過ぎ出発。秀さんは長靴履きだ。登山道は林道
沿いではさしたる積雪はなくカラマツ林の中の快適な登りだ。風もほとんどなく、
薄い手袋で充分だった。
林道沿いの道が１時間ほど続くとやがて急斜面の登りになる。ジグザグにつけ
られた登山道を 30分ほど登ると平坦な道になる。トロッコ道だ。しらびそ小屋ま
であと 5 分程だ。やがて小屋の煙が見えた。懐かしい光景だ。
小屋の戸を開けて土間へ入ると懐かしい顔が見える。佐久山の会の仲間たちだ。
挨拶を交わして秀さんは早速缶ビールだ。こちらもストーブのそばに座り込みウ
イスキーだ。漬物やら何やらいろいろ差し入れがでる。賑やかに話が飛び交って
夕食の時間までを過ごした。
夕食は 18時。食事が済むとクリスマスパーテー。ろうそくの明かりの下でのク
リスマスケーキ、山の歌の合唱、自己紹介、プレゼントの交換と多彩の中身で就
寝時間の 22 時まで時間の過ぎるのも忘れる賑やか振りだった。
その後も寝室の談
話室の炬燵の中で話が弾み布団に入ったのは午前 0 時だった。
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12 月 14日 5時起床、5時半朝食。とろろをいっぱい掛けて食う朝飯がうまか
った。6 時 20 分出発、1 班 7 人，2 班 6 人，(勝野 1 班、谷口、桑原 2 班)。昨夜
からの降雪は 30 ㎝を越えているようだ。先を行く 1班はラッセルだ。2班はラッ
セル盗人の様で申し訳ない思いだ。特に中山峠直下の急斜面のラッセルにはかな
り手こずって代わる代わる挑戦していた。
中山峠までは積雪量こそ多かったが樹林帯の中で風もなく寒さは感じなかった。
中山峠へ出ると様相は一変した。粉雪交じりの北西の冷たい風が吹き付け寒さが
身に染みてきた。峠からはしばらく樹林帯をゆくがそこを抜けて岩稜帯に入ると
風はさらに激しくなり地吹雪となって襲い掛かる。ストックを握る手の指先がし
びれるようだ。岩稜帯に入ってしばらくすると上部からの下山者が俄かに多くな
ってきた。黒百合方面からの登山者のようだ。さすがにみんなアイゼン装着だ。
我々はアイゼンなしだ。雪の付いた岩稜なので滑りやすく緊張する。特にトラバ
ース帯になると横に滑るので注意が必要だ。最後の緩い岩稜を過ぎると頂上だ。
9時 30分東天狗岳到着。
相変わらず風は激しく吹き付け、
視界は全くきかない。
記念写真の撮影だけで早々に下山開始、9時 40分、岩稜帯の下降は緊張するが中
山峠からの下りはスピードが上がる．シリセードでショートカットしながら下る
メンバーもいる。11 時過ぎには小屋に着いた。
小屋の前でオーナー今井さん他、従業員の皆さんも入って記念撮影。あとは小
屋に入り佐久山の会で準備したうどんを腹いっぱいご馳走になり、他のメンバー
と再会を約して下山開始，快調に飛ばして 1 時間ほどでゲート到着。あとは谷口
車で帰路につき、途中小屋で貰った割引券を利用して八峰の湯(ヤホーの湯)で山
の疲れを癒し、長坂で静岡の彼女を下した後無事帰宅した。

登山報告書

立山・山滑走

平成 26 年 11 月 23(日)～24 日(月)

扇沢～雷鳥荘(泊)」～扇沢
横田 竜三(単独)

1 日目 12：30 扇沢駅→14：00 室堂→国見岳（滑走）→雷鳥荘（泊）
2 日目 7：00 雷鳥荘→10：00剣御前小屋（滑走）→13：00 室堂→15：00 扇沢
今回は 11 月の 3 連休で 22，23，24 日と休みが取れ、また黒部湖から室堂まで
往復の無料券を頂いたので立山滑走を計画した。この時期はパウダーを求めて全
国より集まってくるため、結構なにぎわいとなる。扇沢の無料駐車場もいっぱい
であった。
しかし、今年は 11 月 22 日夜 10 時になんと長野県神城断層地震が発生し、小谷・
白馬村は一夜にして被災してしまった。
月はじめより計画していた山行が‥、と思うことより、自分の工事現場は大丈
夫かとの事で朝早く見に行ったが、至って平静であった。11月末の異常な暖かさ
と変な空気で心配していたが、小谷村に地震が来るとは想像もしていなかった。
23日の昼までどうしようか悩んでいたが、人員派遣の要請もなく、連絡もない
ため立山に行くことに決めた。
扇沢駅は 1 週間前には雪があったので車のタイヤをスノータイヤにしたのだが、
全く雪が無かった。正午に扇沢駅に着いたのだが、無料駐車場～今年出来たスノ
ーシェッドに行くまでの駐車場も一杯であった。室堂に行くのに約 1 時間半。大
観峰でそばを食べる。中国(台湾)の観光客がヤハリ多い。
今年は立山によく行ったなーと思いながら、室堂に到着した。室堂では 1m 程度
の積雪でそこからすぐ登れそうな国見岳と浄土山に挟まれた小山を目指した。思
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ったより雪質が固く、パウダーではなかったが、吹き溜まりを探して滑走する。
1 本滑って雷鳥荘へ。何回行ってもみくりが池温泉から雷鳥荘へアップダウン
がありうまく行けない。室堂より 1時間かかるのだが、夏道では 30 分程度なのに
不思議だ。
11月下旬はこの宿はコミコミだ。
常連さんもいてかなり賑わっている。
GWに入浴に寄った時はほとんど人がいなかったが、今は人がいっぱいだ。山小屋
でなく普通の旅館っぽくもある。飯もうまい。
雷鳥荘の温泉は酸性の湯で酸っぱく、名湯玉川温泉っぽくて好きである。
11/24（月）
どこを滑るか考えているが、雷鳥沢でいいかと安易に決めてしまった。雷鳥平
から御前小屋へいくのに渡渉箇所があり、1 人滑って転けていた。『必ず落ちて
は行けない所、こういう場所でやらかす人物はいるものだ。』としみじみ思った。
剱御前小舎までは赤旗があり、道に迷うことはないが、雪がカチコチでシール
が滑る。今年に買ったばかりの板なのでクトゥー（スキーアイゼン）は無しであ
る。何回か滑るとこれは無理だと思い、アイゼン歩行した。途中ではスキーで転
けて板を片方滑らせて危うく人に当たるのではという人もいた。雪面が固まって
いるため、ブレーキが効かずに滑ってしまうのであろう。どうしてリーシュコー
ドを付けないのか疑問に思ってしまう。パウダーでも板を無くしてしまう人がい
る。ゲレンデだったら良いが、山岳地帯ではやめてもらいたい。
剱御前小舎までの道のりは長かった。2 時間半は掛かっただろうか？ 特に小
屋手前からは激しい風で吹き飛ばされそう。これは無理だと、滑走するが雪がカ
チコチで全然面白くない。柔らかそうな所を探すが無い。なんとか無事に雷鳥平
へ降りてくると、無風である。稜線は凄まじいな、冬期に劔岳なんかよく行ける
もんだと感心する。天気も悪く、曇りで雪質も悪いので早々と退散した。
ホテル立山で優雅にランチと考えていたら、ビーフカレーが 1600 円で悩んだ結
果諦めた。帰りは温泉手形の黒部観光ホテルで入浴しておしまい。

青春 18 切符

飯田線の旅
鶴川 栄子

遠い昔、今から 40 年近く遡る青春の日‥。ある雑誌の編集者が書いた『一筆書
き，鉄道の旅』と言う本がずっと心の中に残っていました。いつの日かのんびり
と鉄道の旅をしてみたい‥と。森田さんの企画でそれが実現し、感謝です。
今回のその旅の舞台は『飯田線』です。信州に住んでいながら、伊那谷から県
境を越えて豊橋まで行ったことがありません。
去年は国道が分断されている『青崩峠』に行ったので、なおさら『今度は飯田
線で!!』の思いが強かったのです。
1 月 5日午前 7 時 06 分，宮島、森田、鶴川の参加者 3人で松川村北細野駅を出
発しました。乗り継ぎデーダは全部森田さんが調べて下さったので、私と宮島さ
んは楽チン参加です。桑原さんが大雪のために参加できなくて残念です。
当初は天竜峡まで往復すると言う計画だったのですが、
『時間的に充分間に合う
ので、豊橋廻りで一筆書きをやりませんか』との提案があり、急きょルートを変
更して豊橋から辰野までの飯田線全線を走破することになりました。天竜峡から
先へ乗ったことがない私にとっては願ってもない計画変更です。
かくして中央西線で木曾谷～中津川を経て金山からは東海道線。ローカルな木
曽谷の風景から大都会へ、雪景色からポカポカのどかな空気を感じさせる豊橋へ。
ここからが飯田線の始まりですが、13 時 42 分発の天竜峡行きまで 1 時間の待
ち時間があります。大きな駅で待つよりは少しでもローカルな駅へ‥と本長篠行
きに乗りました。
新城を過ぎると、山と山が迫って狭隘になる地形を体感しながら乗っていまし
た。知らない土地や風景に興味津々。まったく飽きもせずに‥デス。
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こんな峡谷の中の暮らしで、田んぼも見当たらないし、働くところがあるのか
しら‥と気になります。でも年代を重ねた古い家が石垣を築いて建っています。
急峻な土地にへばりつくように建つ家々と茶畑‥。宮島さんと二人で『安曇野
でよかったネ!!』と顔を見合わせました(笑)。
12 時 42 分に豊橋を出て、途中の本長篠で 1 時間後にやってくる天竜峡行きの
電車を待ちながら、趣のあるレトロな駅舎で熱いコーヒーを淹れ、ゆったりと流
れる時間に身を浸していました。
私たちの他にも何組かの小さなグループが、そんな旅を楽しんでいます。
本長篠発 14 時 40 分。ここからが飯田線の核心部です。天竜川に沿って右に揺
れ左に曲がり、トンネルに次ぐトンネルの先にさらに続くトンネルを抜け、幾度
となく川を渡って電車はうねうねと進みます。
天竜峡に着いたのは 17時 16分。
岡谷行きに乗り継ぐとすぐに日が暮れました。
途中、1時間の待ち時間を挟んで豊橋から岡谷まで 7時間あまり。その間に 90
を越える駅がある飯田線。北細野に着いたのは 21 時 44 分で 14 時間半をかけて
ぐるっと一周した『鉄道の旅』でした。乗りっぱなしではあるが楽しかったなぁ
～と、
『青春 18切符の旅』
にすっかりはまりそうな予感がする新春の一日でした。
飯田線概要
起点：東海道線豊橋駅

終点：中央本線辰野駅

距離：195.7 ㎞

途中駅：92 駅 最低標高駅：船町(豊橋市)4.6m 最高標高駅：辰野 722.8m
駅間距離；最長 6.5 ㎢
トンネル数：138

最短：0.6 ㎞

平均：2.1 ㎞

最長トンネル：5063ｍ

最急勾配；40 パーミル(40ｍ/1000m)

最長橋梁：401m

限り整備することも焦眉の課題となっている。

2015 年の大町労山を考える

・・・・創立５０周年を迎える今日の課題と目標は何か！
大町労山事務局長 鈴木 均
私が大町労山に入会して、まだ 4 年目の途中であるが、2 年目から事務局を担当す
ることになった。1 年目は、例会と言えば数名の出席で、会議というより、雑談的・
世間話的なサロンのようなものだった。山行計画も少なく、個人山行が中心だった。
過去には、古くからの会員はハードな山行も行ったのだろうが、その面影は見えて
こない。大町労山の”栄光の 50 年”は今も私には見えない。会員の年齢も上がり、
このままでは消滅の危機さえ感じられた。会員諸氏は、自分が山に行けなくなったら
会がなくなっても仕方がないとでも思っているのだろうかと訝ることもあった。新し
い会員を迎えようという空気は感じられず、これでいいのだろうかと思っていた。
組織というのは、企業であれ、労働組合であれ、いかなる団体であっても、常に切
磋琢磨し、新しい人を迎え、循環しなければ澱んでしまう。ただ、山岳会は、しょせ
ん趣味の会であり、利害関係や上下関係などがなく、会員は自分が行きたい山を基準
に組織を考える。しかし、それだけでは、組織の進展はない。いかなる団体であって
も、もちろん会員個々の様々な条件はあるが、会費を納め、会の機関紙（会報）を読
んで、会行事に参加することによって会員の親睦と交流ができる。また、役員は会の
発展のためにそれぞれの部署で力を出し、集団＝チームで英知を出し合う。
長野県連の各会三役会議や総会等で会員拡大も議論され、県連傘下の各会では、増
えている会もあれば減りつつある会もある。増えている会は、自然現象的に増えてい
るのではなく、目的意識的に会員拡大を追求しているのである。
いま、大町労山に求められているのは、会の活性化、会員拡大が最大の課題ではな
いだろうか。機関誌（紙）関係者の努力で、
『ごんぞ』が毎年発行され、登場する会員
も多くなっているし、毎月の会報（大町労山だより）は充実している。ホームページ
は、アクセスが多くない原因はわからないが、おそらく山行の更新が少ないこともあ
るのではないだろうか。
また、会員相互の情報伝達手段は、電話・FAX というアナログに依存していること
も、活性化の促進にややブレーキになっているともいえる。メールのみに依存するこ
とは、人と人の関係が希薄になる可能性もあるが、瞬時に多人数に連絡できるメリッ
トは、今日の情報手段としては、それに勝るものはない。例会に出席できにくい会員
への伝達手段は、現状では機関紙に頼らざるを得ず、会員相互のメール環境を可能な

p. 6

ここ数年、深田百名山などのテレビの影響もあって、若い登山者が増えてきたと言
われている。しかし、その圧倒的多数は未組織登山者であり、中高年の遭難が多いこ
とが常に指摘されているが、若い登山者の事故も決して少なくはない。
会員は自分が山に行くだけではなく、山に興味関心がある人、現に登山している人
を積極的に会員になってもらうよう働きかけようではないか。
今年 3 名の女性が入会し、会山行にも新しい息吹も見えてきた。それと共に教育的
なシステムの必要性にも迫られているが、それこそが発展の姿であろう。
また、最近の例会は、ほとんど 10 名前後集まっているが、拡大役員会も含め、出
席はまだ多いと言える状況ではない。しかし、会山行は、最低月 1 回は実施している
し、議論する中で、
『青春 18 切符』を使ってのユニークな山行や正月の『富士山を間
近に見る山』など、新しい山行計画も定着しつつある。ただ、会山行は日帰りが中心
で、今後前夜登山口泊やテント泊山行も追求すべきではないだろうかと思う。そうす
れば、もっと山域が広がってくる。要するに、固定的に考えるのではなく、常に新し
い模索と探求の精神がなければ従来の枠を脱出できないのではないだろうか。
『もう歳だから・・・』ではなく、年齢をふまえての展望を見いだしたい。それに
は集団の英知が必要であろう。
誤解もあるかもしれないし、独断的で、古くからの会員諸氏には大変失礼
な文章になっていることをお許し願いたい。大町労山の今後を考えるひとつ
の問題提起程度に受け取っていただければ幸いです。そして、50 年の成果
と伝統を残し、継承していくことを追求する 2015 年にしたいと思います。
2015 年元旦
東天狗岳東稜を登る筆者

厳冬東天狗岳・赤岳 富士見山行毛無山 元日鷹狩山
初滑り立山スキー 青春 18 切符飯田線の旅 etc

第 9 回（1 月）拡大役員会報告

④
⑤

2015 年 1 月 13 日(火) 出席者 5 名
活発・多彩だった年末・年始の山行・行事
1 月 13 日(火) 今年最初の拡大役員会が行われ、年末から年始にかけての活
動のまとめと当面の山行・行事日程、県連関係行事、50 周年記念事業等につい
ての論議を行いました。報告は以下の通り
1 山行報告～(2014 年 12 月 7 日～15 年 1 月 13 日)
① 12 月 13 日 雪上訓練(ハイランドスキー場跡地) 鈴木 内藤
翌 14 日の東天狗岳に向けての訓練でしたが、積雪が多くてラッセルし
ただけに留まりました。
② 12 月 14 日(日) 東天狗岳登山；荒天のため中止
③ 12 月 13 日(土)～14 日(日) 佐久山の会，送年山行；東天狗岳登山
しらびそ小屋泊；勝野 桑原 谷口
④ 12 月 23 日(祝) 赤岳；CL 勝野 桑原 小山 (斎藤)
⑤ 12 月 29 日(月)～1 月 3 日(土) 農鳥岳；勝野 他 7 名～登頂に至らず
⑥ 1 月 1 日(元) 鷹狩山；宮島 森田
⑦ 1 月 4 日(日) 富士見登山～毛無山；
尾形 桑原 鈴木 谷口 津田 鶴川 宮島 (観) 石井 小林 佐藤 谷口(ま)

⑧ 1 月 5 日(月) 青春 18 切符，飯田線の旅；鶴川 宮島 森田
2 当面の山行・行事について
① 1 月 17 日(土) 小遠見山；訓練山行 CL 鈴木
8：00 五竜スキー場 P ワカン・スノーシュー可。
② 1 月 17 日(土) 新年会 17：00～鈴木さん宅 宿泊可。
買い出し；白馬ビッグ 15：30 集合
※駐車スペースに余裕がないので、ビッグから乗り合わせをお願いします。

③ 1 月 18 日(日) スキー＆スノー・ハイク(スノーシューorワカン)
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⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪

岩岳スキー場、および岩蕈山～好みに応じて選んで下さい。
1 月 25 日(日) 県連スノー・ハイク
要事前申し込み：1 月 18 日まで 詳報は 12 月号にて
1 月 31 日(土) 大町労山を知る会；大町市労働会館 13：30～15：30
1 月 17 日のスキー＆スノー・ハイクの後、写真を持ち寄ってスライド
を作成します。登山中のスナップや集合写真の提供をお願いします。
2 月 1 日(日) 県連アイスクライミング講習 大鹿村ゲレンデ
7：00 大鹿村役場集合 要申し込み；1 月 26 日まで
2 月 8 日(日) 根子岳・四阿山 CL 鈴木
2 月 6 日(金)～8 日(日) 丹沢＆天城山 宮島 森田
2 月 15 日(日) 青木村・子檀嶺(こまゆみ)岳：CL鈴木 2月会山行です。
2 月 22 日(日) 蓼科・北横岳 CL 鈴木
その他

3 50 周年関連
① 県連 50 周年記念誌発行について
各会のおすすめコースの原稿要請～大町労山は 3 コース。
お薦めコースとして、鍬ノ峰と京ヶ倉の 2 つがすぐに上がり、3 つ目と
して風吹大池、鷹狩山等が上がりましたが なかなかまとまりそうにあ
りません。次の例会で論議しましょう。
① 大町労山 50 周年事業(?)について
内容としては、
『ごんぞ・50 周年特集号』の発行、1年間で 50 の山を登
る、50 周年記念山行を行う、記念合宿、会員を 50 名にする レセプシ
ョン等が上がりました。これらの中で比較的支持が多かったのはレセプ
ション案でした。総会で提案し、決定しようと言うことになりましたの
で、皆さんもよい案を考えて下さい！
4 その他
① 次回例会は 1 月 27 日です。
引き続き、開会前の 30 分間、ロープワーク講習を行います。
② 県連機関誌『原生林』
・会員証をお届け中です。
お手元に届いてない方はご連絡下さい。

瀬戸の離島・平郡島へのお誘い
柳井市の平郡島と言う小さな島に通い続けて 9 年目になる。柳井港からフェ
リーで 1時間 40分もかかる離島で、豊かな漁場と厚い人情に溢れる島である。
毎年春休みには長野の子ども達と一緒に青春 18 切符で 12 本の列車を乗り継
いで島を訪れ、島の自然に浸り、
漁師さんやミカン農家の人達と交流している。
2005 年から始めた『各駅停車瀬戸の旅』は昨年で 10 年目を迎えた。当初は
平和公園と宮島が主な訪問先だったが、2008 年からこれに平郡島が加わった。
島は絶好のキャンプ地でもあり、夏には森くら(団体)と提携してサバイバル
キャンプを行ってもいるが、残念なことに夏休みが短い長野の子ども達はそれ
に参加できない。なので春休み『瀬戸の旅～平郡島訪問』は長野の子ども達に
とって唯一島を訪ねることができる行事として欠かせないものになっている。
平郡島は 3 年前に島でただ一人の『ノンちゃん』と言う女の子が就学年齢に
達したために 9 年ぶりに小学校が再開校して話題になった島で、子ども達とノ
ンちゃんの交流は今も続いている。ノンちゃんの就学を機に移住者が相次ぎ、
小学校の児童も今や 6 人に増えて、今春は卒業生を送り出すに至っている。
島に通い始めて 8 年目の昨年、島の方のご厚意で遂に念願の家を借りること
ができた。元は旅館をしていたと言うかなり広い家である。
この家を、子ども達だけでなく島を訪れたいと願うすべての人達に利用して
もらうべく、目下トイレや風呂の改修などに取り組んでいるところである。
島は瀬戸内海の西部に位置し、東に周防大島、南に四国の山なみや佐田岬、
西に上関や豊後水道・国東半島をも望むことができ、晴れた日には蜃気楼が現
れることもある。良好な漁場を背景に、タコやマダイ、アワビ、サザエ、ナマ
コ、ウニ等の魚介類やヒジキ、モズク、フノリ等の海藻類の漁が盛んである。
昨夏は交流のあるタコツボ漁師さんとコンビを組んで、タコツボ漁に従事さ
せてもらうと言うまたとない経験をした。今年は島を訪れる人にタコツボ漁に
参加してもらう体験コースを考えているところである。
一方温暖適雨の気候に支えられたみかんづくりも主要な産業となっている。
酸味があって糖度も高い美味しいみかんであるが、高齢化のためにみかん畑を
支えきれなくなっていると言う現実もあり、そう言う維持できなくなったみか
ん畑の管理もしている。主な作業は年に 3～4 回の草刈りと施肥、防除、収穫、
新しい苗の植えつけ等である。
春休みの各駅停車の旅と夏のキャンプ、みかん畑の管理、タコツボ漁の手伝
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い等々で年間 10 回程度島を訪れており、今年も『春休み・各駅停車の旅』の下
見のために 1月 6日～10日の間、18切符を使って往復してきたばかりである。
昨年の『各駅停車瀬戸の旅』は、尾道で下車して格安のゲストハウスに宿泊。
翌日から 2日間かけてしまなみ海道 60余㎞を歩き、今治から松山まで電車、松
山から柳井港までフェリーと乗り継いで柳井港から平郡島入りすると言う、子
ども達にとっての『大冒険』に挑戦。小学 2 年生～中学 3 年生までの 8 人の子
ども達が参加し、途中参加の 2 人を除く 6人中 5 人が完踏した。
今年はどのようなコースにするかを検討中であるが、上関原発で揺れる祝島
へ足を延ばせないかと考え、上関の上盛山と言う 300m ほどの山上の展望台から
周辺の島々を眺望し、祝島にも行ってきたところである。
良好な漁場をもつ平郡島は絶好の釣り場でもあり、釣り目当てで島を訪れる
人も少なくない。今なら 25㎝前後のアジがいくらで釣れ、先日同行した相方は
クーラーをいっぱいにして満面の笑みで帰って行った。アジなら年間を通して
釣れ、メバル・カサゴも良型が上がる。釣り好きな人にはお勧めである。
私自身は専らメバル一筋で、行く度に夜釣りを楽しんでいる。年末に 23～26
㎝の良型がよく釣れてホクホクしていたところ、『旅館の経営者さんが「釣っ
たメバルを売ってほしい」と言っている』と言われてびっくり。『相場に応じ
た値段をつけて下さいな』と仲介の漁師さんに預けておいたところ 1 尾 150 円
で買ってくれたとのこと。仮に 25 ㎝のメバルをスーパーで買えば 700～900 円
くらいする。それでもスーパーに並ぶまでには 2 日はかかっている。自分で釣
った魚はそれ以上に新鮮であるから 150 円と言うのは安すぎる気がするかもし
れないが、島内(生産点)ではこれが妥当な額なのである。まあ、これは余談。
平郡島には深山、長深山と言う 400mあまりの山がある。かつては登山道もあ
ったようだが、人口(特に若年層)の減少に伴って登る人もなくなり、島そのも
のがジャングル化してとても歩ける状態ではない。島の脊梁をなすこれらの山
を結ぶ道を復活させたいと言うのが私の目標であるが、それは脇に置いて‥。
活動の拠点となる家を借りることができた今、この風光明媚で魚介類の美味
しい離島に是非とも足を運んで頂き、低いけれど眺めのよい山に登って頂きた
いと言うのが私の願いであり、みなさんをご招待申し上げたいと思っている次
第。あまたある瀬戸の小島のどれをとっても、
それらはすべて山でもあります。
ともに瀬戸の山々に登ろうではありませんか！ と、貴重な紙面をお借りして
訴えるものです。
森田 義彦

