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50周年記念アルプスリレー縦走を提起 ‼  30 名の会員めざす 

大町勤労者山の会 第 49 回定期総会 成功裡に終了 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       福島の子ども達と遊ぶ～白馬村・平川 

 

新たな発展を目指して 
  大町勤労者山の会  会長 谷口 伸二 

 

第49回定期総会は3月24日大町労働会館で開かれ19名の参加者により一年

間の総括と2015年度方針及び新体制を決定し成功裡に終了しました。 

 この1年を振り返り、第一に会員の皆さんに怪我ひとつ無く総会を迎えたこと

に感謝します。これはひとえに会員の皆さんが日頃から健康に留意し、体力づく

りと技術の向上に努めていること。そして、無理のない計画による山行を行って

いる所にあると思います。第二に事務局及び機関紙部の皆さんの奮闘に感謝しま

す。会山行や個人山行の増加と不定期ではありますが技術講習会の開催。定期に

発行される「大町労山だより」により会員の活動と会の予定が随時手元に届けら

れています。「ごんぞ」も充実した内容となりました。筆無精で困った人もいたと

思いますがありがとうございました。 

2015年度はさらなる発展を目指して、会員の皆さんと共に大いに楽しみたいと

思います。 よろしくおねがいします。                   

 
 
前進と課題踏まえ 活動方針決定・新体制発足  

 

特筆すべき前進と課題～14 年度活動のまとめを確認  

 

2014 年度の活動報告では、①会山行・個人山行併せて 100 回・200 日・のべ

260 人におよぶ活発な山行が行われ、その内容も県内の日帰り山行からアルプス

縦走、海外山行や県外のロング山行、青春18切符を利用したハイキング等、多岐

にわたったこと。また年 2 回の公開募集山行の定着によって市民とのパイプが築

かれつつあること。②前年度に続く新たな女性会員の加入によって会の若返りが

進み、山行の雰囲気も明るくなると共に、岩トレやロープワーク講習等、新入会

員をサポートする体制が組まれる等、会独自の教育訓練が進んだこと。③従来の

月 2 回例会を、拡大役員会と例会に分けて行うことにより、会の運営や例会のあ

り方に改善が見られたこと。④機関紙の月例化によりリアルタイムで例会の様子

や会員の山行活動が周知されると共に会員相互の理解を深める場となったこと。

機関誌『ごんぞ』の発行に向けて多数の会員による多岐・多様な形の参加が得ら

れたこと。⑤初めての試みとして『大町労山を知る会』を行ったこと等が成果と

して評価される一方、5 月の奥穂高岳遭難事故に関連して、山行のあり方をめぐ

って多くの課題が浮き彫りになったことが指摘されました。 

 

結成 50 周年～節目の年への新たな挑戦を提起‼ 

  

今年は県連と共に大町労山にとっても結成50周年に当たる節目の年です。その

記念の企画として、我が大町労山ではアルプス・リレー縦走をはじめ、記念の集

いやギャラリ－の開催、『ごんぞ』の特集等の企画が提起され、また引き続き『知

る会』を行い、会員を30名の大台に乗せようと言う積極的な提案がなされました。 

例会への参加率を高めて会員の力を発揮し、50 周年にふさわしい活力ある会

にしようではありませんか‼  
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ニレカピーク(6159ｍ) ＆ ゴーキョピーク（4790m） 

勝野さん・小山さん～ネパールヒマラヤへ出発  

快挙祈ってささやかに壮行会 朗報と土産話に期待‼ 

 勝野・小山さん等、長野県連有志ニレカピーク登山隊 6 名は４月 17 日、関西

空港を出発。21 日からキャラバンをスタート。22 日にナムチェンバザール

(2610m)入り、高度順応を繰り返しながらボルチェタンガ(3680m9～マッチェル

モ (4470m)と高

度を上げ、4 月

29 日にゴーキョ

ピーク (5380m)

を目指します。 

登頂後はター

ガ (4700m)での

休息を挟んで

5200m 地点に

BC を設営。BC

‐C1‐C2 間を

何度も往復して

高度順応を図り

ながら5月11日

にニレカピーク

(6159m)にアタ

ックすると言う

計画です。 

帰国は 6 月 1

日の予定。 

 

 

ほっとニュース 10 年間 無事故表彰 !!  遭対基金運営委 

 

 

                           2015年4月10日 

 各位 

  

  日ごろは、当『新特別基金』の運営にご協力頂き、有難うございます。 

 本年度から、当基金において無事故報奨金制度が実施されることになました。 

  この制度は、過去10年間において交付申請のなかった加入団体に対して、前

年度寄付金額の10％を報奨金として交付するものです。 

 

  貴団体は、対象となる期間において交付申請がありませんでした。つきまし

ては、この功績を讃え、表彰状を添えて報奨金を交付致します。 

  今後とも事故のない充実した登山を目指して活動されることを期待致します。 

 

日本勤労者山岳連盟    

新特別基金制度運営委員会 

   委員長  高橋 友也 

   ※報奨金は 7068 円 です 
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2015年度 第 1回・拡大役員会報告  2015年4月14日(火)  

  出席者9名；勝野・桑原・古畑・小山・小林・鈴木・谷口・宮島・森田                      

会の山行・行事等 

4月29日；小日向山 ～ 4月会山行 ‥‥ 焼き肉パーティーですッ!! 

4 月の会山行は小日向山のスノーハイキングです。連休の入り口で駐車場が混むこ

とが予想されるので早めの出発となります。猿倉台地から小日向山へは往復 4時間

程度を見込んで、猿倉台地で焼き肉パーティーを行います。ご期待下さい。 

☞ 詳細はP5  申し込み；早目に谷口さんまたは鈴木さんまで 

5月24日；鍬ノ峰 ～ 公開募集山行；定員20名 

5月の会山行は、恒例の鍬ノ峰公開募集登山です。 

例年より 1 週遅れとなりますが、山頂付近ではシャクナゲが咲いていることを

期待しましょう。今年度は前年度の反省から人数制限を行います。また参加費

を1000円に引き上げることになりました。締め切りは5月16日。 

6月7日；針ノ木・蓮華岳 ～ 5月31日に雪上訓練 

6月の会山行は、恒例の針ノ木・蓮華岳登山です。 

大町労山が推奨するこのコースに1人でも多くの会員が登れるよう、1週 

間前の5月31日(日)に雪上訓練を行います。この雪上訓練に、身近にいる入会

候補者を誘い、訓練を経て針ノ木・蓮華岳へともに登ることを呼びかけて会員

拡大の機会としようではありませんか!! 

 

県連の山行・行事 

4月19日；県連登山学校 ～ 支援スタッフ参加 ～ 横田・谷口 

スタッフの要請があり、谷口さん、横田さんの2名が参加しました。 

5月17日；八島湿原・バードウォッチング ～ 県連交流山行 

 県連交流山行は八島湿原でバードウォッチングです。 

 野鳥に興味がある方には絶好の機会です。右ページ参照 ☞ 

5月24日；湯俣自然保護学習講座 

 二ホンジカの実態調査を含めた北アルプスの自然と人の関わりについて研修・ 

学習します。参加費1000円＋α ～ 湯俣温泉でキャンプです。 

3～4月の山行報告 

  3月20日(金)～21日(祝)；旭東稜：勝野・小山・県連ネパール隊3名 

  3月27日(金)；宮島・駒ヶ林：森田(山のあし音小学校・子ども9 おとな2) 

3月28日(土)；小遠見山～中遠見：臼井・鈴木・宮島 

4月12日(日)；八ヶ岳・東天狗～西天狗岳：鈴木・宮島 

4月12日(日)；能生白山神社社叢・海抜⒑mのニリンソウ研究路：森田 

4月14日(火)；唐松：臼井・鈴木 

 

50周年記念・北アルプスリレー縦走について 

 現在のところ、栂池～白馬岳を起点とし、槍ケ岳を目指す案や栂海新道を加

える意見などが浮上しており、6 月からのスタートを目途に今後、具体化して

行くことになります。例会、拡大役員会に主席して意見を出して下さい。 

      

 

県連 春の交流山行～八島湿原バード watching詳報 

目的；会員の交流（探鳥も楽しめます） 対象；労山会員 

   山域；八ヶ岳中信高原国定公園内 霧ヶ峰高原八島湿原  1646ｍ 

 日時；2015年 5月 17日（日） 

集合場所；八島ビジターセンター駐車場、あざみ館前（八島湿原前の駐車場） 

集合時刻；5月 17日（日）午前 8：15 （駐車場に限りがあるのでお早めに） 

申し込み；早目に谷口または鈴木まで。 

   ＊各会の責任の下に各会ごとに計画書を作成すること。 

   ＊中止の場合は、各会山行リーダーに、前日 19：00までに連絡する。 

日程； 

 八島ビジセンター9：00‐御射山ビ・センタ‐沢渡‐蝶々深山‐ 

 12：30物見岩・昼食 13：10－14：30八島ビ・センタ－ 

 －反省会 15：00解散 

服装等；日帰り山行一般装備 双眼鏡（あれば） 食器（汁用） 

地形図；霧ヶ峰（2.5万図） 
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遠見尾根    2015年 3月 28日 
記録者；臼井 あや   同行者：鈴木 均  宮島順一 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

登山日和の晴天となったこの日、雪山訓練を兼ね、中遠見山へ。五竜テレキャビ

ンでアルプス平駅まで、そこからゲレンデの端を歩く。地蔵の頭を過ぎたあたりで

アイゼン歩行を教わる。用語は抜けてしまったが登り方、下り方、トラバース、ピ

ッケルの使い方。そして、滑落停止訓練。落ちないと分かってやるから、気持ちの

部分で実践とは違うのだろうなと思うが、知っておくことは大事、と鈴木さんに手

取り足取り教えて頂いた。 

 

 その後、小遠見山、そして中遠見山へ。素晴らし過ぎる景色のなかを歩く気持ち

良さはなんとも言えない。後立山、遠くに槍ヶ岳、北は妙高、火打…そして見上げ

れば雲ひとつない青空。土曜日だったこともあり、山スキーや、テントでのんびり

なんて人達でにぎやか。それぞれ全国から来ていて、そんな山好きが憧れる場所の

近くに住んでいることをありがたく感じた一日だった。 

唐松岳を目指して       4月 14日 

記録者；臼井 あや    同行者；鈴木 均 

コースタイム； 

八方池山荘9：10－八方池10：10－丸山ケルン12：20－八方池山荘14：45頃 

 

 天気が微妙なこの日、恐る恐る唐松岳を目指した。前日悪天で新雪があることを想

定しスノーシューを用意してもらうが、それほどでもなく八方池手前でデポする。 

八方池を過ぎた頃から急斜面現れ、かなりビビる。下を見たら落ちるとまずそうな

谷。アイゼンのお陰でしっかり歩けるが、臨場感がある。天気もどんよりしているが

雨は降らず前へ前へ。とうとう丸山まで来た。 

ゴンドラの時間もあって、山頂を目指すかどうか迷ってたところにポツポツと雨が。

私はもう降りたいの一心。だって急斜面を下る怖さもあったし、雨で寒くなるのも嫌

だし…。唐松岳が私を呼んでいる～と思いながらも「またねー！」と下山。 

下山中、登りで怖いと感じた急斜面がそれほどでもなく、しかも雨もポツポツしか

降らず、もっと上まで行けたんじゃない!? とちょっと後悔。でも雪山初めの一歩に

しては十分でした。雰囲気は味わわせてもらえたので満足でした。 
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小谷村・真木(まき)を訪ねて    

                                鈴木 均 

真木という地名は、長野県の方でなければ、ほとんどどこにあるのかご存じな

い人が多いと思います。 

 その真木に、単独で雪の中を行ってきました。 

 地形図と GPS持参ですが、それでも 2回間違えるところでした。無雪期で登り

1時間半から 2時間はかかるところ。 

 私は全く初めてで道間違いの修正もあって、登りは 3時間近くかかりました。 

 複数の地元の人に 1週間ほど前に聞いても、冬はわからないのではないかと言

われていましたが、そのあと、入山口を「下見」に行ったら、そこにだけ 1枚の

小さな標識がありました。  

 

 2 月頃の豪雪の頃が、一番、絵になるかもしれません。棄老伝説を映画化した

『楢山節考』のロケ地です。 

 主人公の坂本スミ子は、そのために自らの歯を折ったらしいですが、ほんとう

でしょうか。 

 歯を折るというのは、老人でも歯が丈夫ならたくさん食べられるから、食料が

ない時代に丈夫であることが恥であり、老人は口減らしの対象なのに、自分はま

だ生きているという負い目からそうするようです。 

（あくまで伝説ということになっています） 

DVD 化された映画は画面が暗く、見づらい面もありましたがよかったです。原

作を私は読んでみたいと思いました。機会があればぜひ見てください。 

 

   

4 月会山行・小日向山～山行計画～4 月 29 日(休)  

山域・山名;;；小日向山  ルート：猿倉‐猿倉台地‐小日向山‐猿倉～ピストン 

日程・コース  道の駅松川 6：00 － 6：30小松原さん宅 6：30 － 7：40猿倉 

－ 9：10猿倉台地9：20－ 小日向山・昼食を含む － 猿倉台地13：30 

－ 14：30猿倉P14：50 －(入浴)－ 16：50小松原さん宅－ 17:：20道の駅 

 服装・装備等；日帰り山行一般装備 

上着・ズボン・靴下・手袋・帽子・防寒着・着替え・登山靴・スパッツ・タオ

ル・ザック・ザックカバー・雨具・水筒・磁石・時計・地図・筆記具・ロール

ペーパ－・ナイフ・ヘッドランプ・食器・敷物・カップ・ツェルト・ゴミ袋・

入浴用具・食器 

  ●冬山装備；ワカン・ロングスパッツ/・オーバーズボン・ヤッケ・手袋・スキー 

    

 県連・自然保護学習講座開催の案内  

  テーマ～北アルプスの自然と人とのかかわり合いについて  

   ★北アルプスにおける二ホンジカの実態と個体確認について ★巨大ダムによる山

岳自然への影響について ★北アルプスにおける身近な火山活動について 

  ★山菜等、人と山とのかかわりについて 

   現地見学・調査項目 

☆東洋一のロックフィルダム・揚水発電の実態。 

☆湯俣岳からの大崩落 地熱の高いトンネル 二ホンジカの生息確認 

☆山菜・天然記念物・噴湯丘・伊藤新道の現状確認 

5月 23日(土) 6：30七倉山荘 7：00‐(TX)－高瀬ダム 8：00‐12：00湯俣温泉 

  現地見学・入浴・キャンプ準備・交流会～幕営 

5月 24日(日) 湯俣温泉 9：00‐14：00高瀬ダム‐(TX)‐15：00七倉山荘／解散 

参加費；1000円 ＋TX代・テント代 

服装・装備；服装；幕営に伴う服装・装備 各会でキャンプの用意 

申し込み；自然保護委員会 滝沢さん 080‐4152‐5517  
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マイレシピ ふらいぱんでベーコンづくり 
 

   

材料と調味料 豚バラ肉 1 ㎏ あら塩 35g 三温糖 10g 黒胡椒 10g ナツメグ

少  々 オールスパイス少  々 セージ少  々 シナモン少  々

燻煙材料 スモークウッド(桜、リンゴ等)1本 

塩漬け用の道具 作業用バット 調味料用のボール 計量秤 サランラップ 

ペーパータオル 使い捨て手袋 竹串，輪ゴム，等  

燻煙用の道具 フライパン or中華鍋 バーべキュー網 チップ用鍋 

家庭用ガスか電熱器(300W，600W切り替え) 中心温度計(あれば) 

 

塩漬け・熟成・塩抜き 

★豚バラ1kgに対して、あら塩35g，三温糖10g，黒胡椒10g，ナツメグ，オー 

ルスパイス，セージ，シナモン各少々を混ぜ合わせた調味料を余さずにすり込 

む。脂肪の部分はすり込みにくいので竹串を数本束ねたものを突き刺して穴を 

空けですり込む。あまったものは塗りつける。 

★塩漬けした肉をラップで包み、冷蔵庫で 1 日 1 回上下をひっくり返しながら 1

週間寝かせて熟成させる。この時点ですでに8割がた完成している。 

★1 週間後に流水で塩抜きする。塩抜きの方法は、表面についた塩・スパイスを

洗い落とした後、バットに入れて 3 時間ほど流水(細流)に晒す。蛇口から落ち

る水が直接肉を叩かないよう工夫すること。 

★塩抜きの加減は、余分な襞の部分などを少し切り取って焼いて食べてみる。塩 

が少し薄いくらいが丁度よい。 

★塩抜きが終わったらきれいな布巾にくるんで冷蔵庫に 1 晩置き、乾燥させなが

ら身を引き締める。    

燻煙（温燻） 

  

   

★ガスの上にチップを乗せる鍋、その上にバーベキュー用の金網を乗せて肉を置

き、ガスに点火して極弱火で加温する。フライパンか中華鍋で覆って熱を50℃

～60℃に保ち、2時間温燻する。外気温が15℃以下の場合は3時間程度外気に

さらして乾燥させる。 

★次にスモークウッドに点火して煙をかけ、上から中華鍋で覆って徐々に温度を

上げ、70℃～75℃を保って4時間燻煙する。75℃を越えてはいけない。 

★燻煙が終わったら冷蔵庫に一晩置いて身を締めるのだが、それは大量につくっ

た場合のことで、少量の場合は熱々のうちに厚く切ってすぐに味見してみる。 

ベーコンは薄く切ってカリカリに焼くと言うのは大ウソである。出来立てを厚

く切って贅沢に食べるべし。やってみたら解る。 

1㎏程度ならアッと言う間になくなる。                 


