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ニレカピーク登頂‼  5月 8日 ～ 全員元気 

(5月11日 マチェルモ=4410mにてO隊員より留守本部へ入電) 

ネパール大地震に遭遇しその後の動向が注目されていたニレカピーク登山隊は、

周辺環境に留意しながら慎重に登山活動を続け、5月 8日 2時からニレカピーク

(6159m)へのアタックを開始、8時50分に全員が登頂したとの報が届きました。 

 隊員・ネパール人スタッフ共に健康状態は良好で、5月12日にはナムチェバザ

ールに下るとのこと。その後はカトマンズ周辺の被害が大きく、空路を使えない

ため、陸路をジリ(1905m)までトレッキングで移動。カトマンズからは26日に中

国機で帰国の途に就く予定で帰国は28日頃になる見込みです。 

 

  M7.3の余震 ～ バッティ飛び出して無事‼  

(続報 5月 12日夜，ナムチェバザールから、O隊員より留守本部へ入電) 

12日、バッティ(茶店)で昼食後に大きな揺れがあり、全員外に出て無事でした。ガイ 

ドのチェットさんの携帯電話を借りて各家庭に連絡しました。 

報道によるとマグニチュード7.3の大きな地震で、震源地はカトマンズの東へ 

70㎞離れたジリの北西28㎞のピグ辺りとのこと。 

今後の予定について 

①5月13日にバクディン着。 

②5月14日にルクラ着 

③ジリまで徒歩でトレッキングと言う予定だったが、今回の地震の影響を踏ま

え、今後の予定を考えなくてはと思っている。慎重に行動して行きたい。』 

      

 
鍬ノ峰募集山行 間近  

  会員の参加が把握できていません。搬送計画や危険個所のサポート、山頂での

料理要員等、万全の態勢で臨むため、参加者は早めに連絡して下さい。 

 

白馬の箱入り娘 小日向山スノーハイクに 9名  

定番・焼き肉パーティーも盛大に ・・・ 4月29日 

4月の会山行、小日向山スノーハイクは初体験者を含む9名が参加し、スキー，

スノーシュー，ツボ足等、思い思いのスタイルで無風快晴の小日向山に登り 360

度の大展望を満喫した後、猿倉台地で焼き肉パーティーを楽しみました。 

 

4月～5月 その他の山行活動 

4月18日(土)～19日(日)；栂池～蓮華温泉山滑走：古畑夫妻＋昭和電工山岳部 

5月2日(土)～4日(祝)；槍沢から槍ケ岳へ：鈴木＋大阪3名 

 

大町労山登山学校～雪上訓練～5月 31日(日) 
針ノ木岳・蓮華岳に向けて～新たな仲間に参加を呼びかけよう 

6月7日(日)は大町労山恒例の針ノ木岳・蓮華岳登山です。今年は身近にいる 

会員候補者にこの山行への参加を呼びかけ、新しい会員を迎える場にしようと、

事前に雪上訓練を行うことになりました。 

会員にとっても有効な訓練の機会になるので、会員候補者を誘うと共に自らも

訓練に参加してスキルアップを図りましょう‼。                         
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栂池～白馬岳縦走 6月13日(土)～14日(日)予定 
＜白馬岳から焼岳へ 50周年記念北アルプス・リレー縦走第1弾＞ 

 
懸案の50周年記念・北アルプスリレー縦走は、コースを白馬岳～焼岳間と

し、少数による強行山行でなく、日帰り参加も含めてできるだけ多数の会員

が参加者できるよう、ショートな山行を積み重ねるものにしようと言う意見

が大勢を占め、その第1弾として6月13日(土)～14日(日)に栂池～白馬岳縦

走を行うことが提案されました。正式決定は5月26日の例会です 

参加者は白馬大池か白馬乗鞍までを往復するか、縦走して白馬山荘泊、ま

たは幕営して大雪渓を下るかを選択できます。 

リレー縦走のスタートとなる栂池～白馬岳縦走への積極的な参加により、

50 周年を飾るイベントにしようではありませんか‼（今後、月 1 回程度リレ

ーしながらつなげる予定です） 
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コルへの斜面 途中で急に恐ろしくなり一歩も動けない！  

スノーシューを外して降りようとする 根性無しのmiho 

mihoの小日向山日記 

4月29日快晴。猿倉駐車場脇より雪上を出発。桑原さん宮島さん小松原さんは靴。鈴木

さん栄子さん横田さんはスキー。谷口さんと私はスノーシュー（谷口さんより借用）。鑓温

泉分岐から左にブナ林の斜面を登る。雨飾山麓を爪カンジキで歩いた事はあるが、スノー

シューは初体験。谷口さんからシューのピンで踵を上げて登る事を教わり、徐々にスノー

シューに慣れながら登る。雪は締ったザラメ。ブナの斜面を抜け猿倉台地で荷を軽くし、

左に小日向山、前方青い白馬三山を眺めながら、しばしなだらかな大地。一歩一歩、淡々

と踏みしめるように行く桑原さんと宮島さんに続いた。慣れないスノーシューのせいか？

３時起きのせいか？自分の疲労が早いと感じたけれど、晴天の中、爽快な山中雪の大地に

立つ喜びを全身で感じながら歩いた。労山に入れていただいて、山を知る人と登る喜び。 

 

コルへの急斜面に取付く時、傾斜の度合いに不安を感じたけれど、前を行く先輩に習い、

とにかく行けるところまで行こうと、シューの爪を利用しながら登った。斜面の中間あた

りでズルッとシューが滑った。「えっ？滑る？！」そう感じた途端、一歩も動けなくなって

しまった。上にも下にも横にも一歩も動けない。下を見れば滑り出したら途中では止まら

なそうな急斜面（そう感じた）。「怖い！動けない～！」前を行く谷口さんが「大丈夫大丈

夫！」と言ってくれるけれど、シューを履いていることも怖くなり、シューを外してみた

がやはり怖い。足の向きを変える事すらできない。下から鈴木さんが来てロープとカラビ

ナでシューをザックにセットしてくれた。自分はもう下る気になっていたが、栄子さんが

「私も行くから一緒に行こう！」と、スキーを外して両手に持ち、つま先を蹴り込んで足

場を作りながら先導してくれた。「なるほどこう歩くのか」ここまでで来られただけで自分

は大満足と思っていたけれど、この力強いサポートのおかげで何とかコルへ。後から来た

古畑さんとも合流して小日向山にたどり着くことが出来た。 

 

真っ白な雪に覆われた山頂は、強い陽射しが眩しく、サングラスを外せないほどの好天に

も恵まれ、遮るもの一つ無い３６０度大パノラマ。雄大な白馬の山々が覆い被さるかのよ

うな迫力の大展望。風もなく最高の山頂に大感激。 

感動を胸いっぱいに、恐怖の下りは踵蹴り込みのコツをつかんで何とかクリア。スキー部

隊はカッコ良く滑走して小松原さんの待つ焼肉会場へ。小松原さんが設営して下さった雪

のテーブルと雪のベンチ。皆で囲む焼肉の美味しかったこと！ 

材料を用意して下さった先輩方に心から感謝。同行のみなさまに感謝。 

 

杓子尾根の先端に位置するという小日向山。 

白馬連山や八方の山々に、まるで父や兄弟たちに守られるかのように、その懐に抱かれた

小日向山。白馬の箱入り娘のような山だと思った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

滑った！ 怖い！！無理！！怖いョォ～ 

動けないよ～ォ(*_*) 

（トイレも行きたくなったョォ～） 

 

頑張ってついて行こう 

 

一歩一歩 淡々と歩むベテランの桑原さんと宮島さん 

 

猿倉台地 この辺りまでは何とか スノーシューでついて行く 

最高に美味しかった 焼肉 

 

ヤッホー♪ 

桑原さん、宮島さん 
私 

鈴木さん、栄子さんに助けられ 励まされ 何とか登頂！！ 

泣言いったオバン（私）が開き直って 御機嫌の山頂 

 

鈴木さん 

mihoの小日向山日記 おしまい 

こんな私ですけれど  

よろしくお願いいたします 

 

ついて行こう 
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ゴールデンウィークの槍ヶ岳    鈴木 均 

 

 ５月２日、朝 6時半に大阪のメンバー３人と上高地で合流。（沢渡Ｐで車３泊する

と1800円するので、道の駅「風穴の里」にマイカーを置いてバスで上高地に向かった

が、600 円安くなるだけだった。大阪のメンバーは、岐阜県側の「ほうのき平」で仮

眠し、平湯「あかんだな」Ｐに車を置く） 

 天気は上々、メンバーの調子が良くて行ければ殺生小屋までを目指す。私が最年長

で、数ヶ月違いの男が一人、約２０歳若い二人の男とあわせて４人パーティで、テン

トや食料類などの共同装備はほとんど若手に持ってもらったので、今回は自分の装備

だけで春山幕営なのに、１０キロあまりの軽量登山だった。 

 まずは、槍沢ロッジを過ぎて「ババ平」で引き続き前進するかどうかを相談するこ

とにしていた。全員すこぶる快調。「ババ平」ではまだ１時、傾斜は少しずつ出てく

るが、行けるところまで行ってみようと言うことになった。天狗原との分岐あたりが

比較的フラットに近い記憶があったので、その周辺に張ればいいと予想していたが、

傾斜のある一面の広大な雪原で、絶対に雪崩れないという保障がないため、大曲を過

ぎてから槍に向かって少し下部右側でダケカンバが茂り、ほとんど雪が見えていない

ところに張ることにした。まだ３時になっていなかった。 

 夕食は、軽量化で各自持参のレトルトカレーが中心。ビールもなしで、少量の焼酎

で我慢する。それでもほどよい疲れで、６

時半にはシュラフに潜った。 

 翌朝（5/3）３時半起きの予定が、少し早

起きになったが、朝食は、これまた軽量化

でカップ麺とパン。５時前にスタート。も

ちろんアイゼンを着けて登るが、数日前か

らの高い気温続きで、早朝にもかかわらず

春山にしては雪はあまり堅くない。ピッケ

ルはザックに着けるが、ストックの方が歩

きやすい（結果的に全く使わず）。ずっと

遠くに見える槍の穂先は、全く雪が着いて

いない。手が届くように見える槍なのに、

夏道と違ってダイレクトに登るので、傾斜

はきつく、早くも雪は腐ってなかなか肩の

小屋まで着かない。シールを着けてしんど

そうに登ってくるスキーヤーもいる。小屋

には、３時間もしないで着いただろうか、少し休憩して穂先を目指して登り始める。 

 ＧＷということで穂先登りは多少の渋滞も予測していたが、朝一の時間ではないた

め、ほとんど登りも下りもいない（やはり、涸沢から穂高の方が人気なんだろう）。

全完璧な夏道だ。アイゼンも脱いで登る。３人はピッケルも小屋の横に置いてフリー

で登ったが、私は槍のような岩場ではダガーポジションで岩にピッケルを引っかけた

方が楽だと思い、せっかく持ってきたのだからと活用した。 

 最高の天気なのに、穂先には２～３人いる程度で、我々の独占だった。３６０度の

パノラマを堪能してベースに戻る。まだ昼になってもいないのに、下りといえども腐

った雪は疲れる。テントを片付け、他のメンバーが待ち受ける横尾を目指す。「ババ

平」では、前日よりテントはかなり多くなっていた。 

槍沢ロッジが近づいてきた頃、なにやら騒がしい。パーティのメンバーが何か問題

があったのかと思ったら、単独行の男性が熱射病のようで全く動けなくなっていると

いう。通りがかりの３人ほどの登山者は、何をどうしてよいか右往左往しているので、

症状を見て救助要請するか確認する。「ここにはヘリが来れないだろうから、警察か

消防ならお金はかからないが、民間救助を要請するとお金がかかる」ことを確認した

ら、お金がかからないように救助要請してくださいという。免許証を見せてもらって

住所（福島県）氏名等をメモし、自宅の電話番号も確認した。ツエルト等の非常装備

は全くないというので、銀マットを２毎渡し、１枚は敷いて、全くといっていいほど

動けないので、かなり体重があったが横にさせて、もう 1枚をお腹の上から被せ、と

りあえず槍沢ロッジに本人からの救助要請の旨を伝えることを述べて分かれる。（別

の登山者は、エマーゼンシートを差しあげて、寒くなれば着るように指示した） 

 １０分ほどで槍沢ロッジに着いて報告し、事後処置を要請して、横尾に向かった。

横尾着午後2時。このまま白馬に帰れないことはないが、大阪からの他のメンバーが

一堂に会するので、今

宵は大宴会だ。暫くす

ると涸沢の上部まで行

ったパーティがもど

り、明日の天気がよく

ないので蝶ヶ岳に登っ

たパーティも到着、総

勢 20 人の大宴会にな

った。 

 夜半から雨が降り始

めた。 
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横田 竜三 

商品「Finetrack（ファイントラック）スキンメッシュ」 

       

試してみた商品でのおすすめを今回はレポートしてみようと思う。 

着用して早 3年程経過するが、冬には特におすすめである。Tシャツ代わ

りに着て体が濡れないというかなりの優れものである。冬夏にかかわらず、

山に登ると汗をかく。そしてその汗が体を冷やすため、化繊の下着を着な

さいとはよく言われたものだ。が、この汗をシャツ自体が吸わずにもう一

枚上のシャツに吸わすことで体を冷えないようにする優れものである。特

に冬場、雨の中では下着が濡れることがよくあることでそれが命取りにな

るならシャツにしては値段が高い（約 5000円くらい）が、体が乾いてい

たほうが良いと思われる。 

 特に気をつけることは、このシャツの上に着る吸湿速乾の物が汗を吸い

取ってくれるので少しタイト目なものを選ぶことだ。 

 去年のGWに起きた奥穂遭難では女の人が低体温症気味になったのだ

が、上下このような下着を身に着けていれば、低体温症にはならずに済む

と思われる。 

 ここ数年ネットの影響のお陰で山に登る人々にはまあ、当たり前のアイ

テムとなりつつあるので紹介してみた。 

 欠点はベルクロ（マジックテープ）に弱く、すぐ毛羽立つところと 1日

ならいいが数日着替えない縦走等では匂いがかなりきつくなるというと

ころくらいか？ 

 耐用年数も低いと思われる。洗濯時は柔軟剤はご法度であるし、消耗品

なので水を吸うようになれば期限切れだ。夏より冬には必要な物かもしれ

ない。 

  

 快適な登山をするためにおすすめ品を上げてみた。皆さんのおすすめ品を色々出し

あうのもいいかもしれない。                                      

 

登山用具試してみた 
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沖縄見てある記          尾形  

4 月 12 日から 19 日まで、皆さんが桜の花見，春山を楽しんでいる間、沖縄、

八重山諸島の石垣島、西表島、竹富島等々へ行って来ました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

左：竹富島の海～熱帯魚がいた       右：コンドイ浜右後方は西表島 

 

計画では沖縄で一番高い石垣島の於茂登山 (標高 526m)頂上からの 360

度、沖縄の青い海と緑の島の眺望、次に西表島。亜熱帯のマングローブと

原生林の中でのトレッキング～もしかしたらイリオモテヤマネコに会え

るかも‥，そして、近い将来、2～3 年のロングステイの下調べ‥¡? 特

に住居～アパートや一軒家等の家賃、物価の状況‥。  

 

      

  後ろの山が沖縄で一番高い於茂登山口     右：於茂登山の登山口  

 あゝそれなのに・・，出発前日の 11 日，仕事の途中で左膝に激痛が走

りしばらく蹲ってしまった。やっと左足を引きずって歩く状態。  

有休をとり旅費も払ったのにナンテことだ‥。人生こんなものか‥。  

 それでも左足を引きずりながら旅行に行って来ました。天候にも恵まれ

て結果最高の旅行でした。  

     

左；知花食堂はおばあ 1 人でやっている。メニューは 1．そば 2．大盛りそば 3．焼きそば 4．

豆腐チャンプル。私は大盛りそば～350円でした。 

右：西表島、星砂の浜 後ろの海で～シュノーケル～サンゴの周りに熱帯魚がいっぱい～チョー気持

ちいい‼ 

 

   

左：竹富島～昔ながらの白砂の道と石垣の花・花・花‥，たまに軽トラが通るだけの沖縄の原風景  

中：西表島。沖縄最長の浦内川のマングローブ。支流の奥にイリオモテヤマネコがいるかも‥。 
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 北安曇山菜談義           桑原  巖 

  

白馬村に移り住んで早や30年、雪消えとともに北アルプス山麓の山野を駆け巡

り山菜取りに明け暮れた年月であった。かなりの種類の山菜が信州に来てから覚

えたものだ。 

   
 

最初に覚えたのがクレソン(オランダ辛子)。地元では台湾セリと呼んでいる。

春まだ浅く雪の深い中で湧水の中に群生するクレソンの緑はまさに春の先取りで

ある。これは生喰のほろ苦さもうまいが何と言っても薄い衣でさっと揚げたてん

ぷらに限る。 

 

次に覚えたのはウトブキ(イヌドウナ)。信州では山菜の王様として珍重されて

いて食べ方はいろいろあるが、さっと茹でて醤油かマヨネーズで食べるのが一番

ポピュラーで美味いと思う。私は山中で取り立てを皮を剥いてマヨネーズで食べ  

るのが好きだ。 

モミジガサ(しずくな)。これも信州で初めて覚えた。しかしこれは収穫するの

が難しく、最近はほとんど食卓に上ることがない。 

イラクサもこちらで覚えた。小谷村では道の駅などでも売りに出されよく食用

にされているが、白馬では生えている場所が少ないようだ。葉にギ酸を含む刺が

あり刺されるとひどい痛みを感じるが、若い茎は茹でて辛し和えにするとうまい。 

 

ユキザサもこちらで覚えた。くせのないソフトな甘みのある食感は女性好みだ。

生息地がかなり高所なのと足が速く腐りやすいのであまり店には出回らない。 

ギョウジャニンニクはニラのような独特な匂いが強いが茹でると全くくせのな

い甘みで大変な美味だ。しかし生のまま刻んで生醤油に漬けたものが実にうまい。      

タケワラビ(みやまめしだ)はコゴミのように癖のない食感だが2000m近い高所 

 

が生息地なので下界ではめったにお目にかからない。三俣山荘住まいの頃はよく

食卓に上った。 

コシャク(ニンジンパ)はセリ科特有のさわやかな香りのする山菜でおひたしで

食べるのがうまい。小谷村の山野ではどこにでも生えているので、地元の人には

あまり人気がないようだ。また白馬ではめったにお目にかかることがない。 

 

ニリンソウの生息地はかなり広範囲にあるがあまり食用に供されていないよう

だ。しかし茹でて酢味噌和えにすると結構うまいものだ。 

ウド、蕨、ふき、ふきのとう、こごみなどは一般的に食卓に上っていると思う

でことさら取り上げないが、信州では食べられていないものに木の芽(アケビの新

芽)がある。 

   

越後、特に魚沼地方ではこの木の芽が山菜の中でもことさら珍重されている。

茹でた木の芽のもつ爽やかなほろ苦さが子供のころから慣れ親しんだ味で、今も

その味が忘れられず、山菜取りの際は必ず木の芽を摘んで帰る。 

また全く見かけないものにぜんまい揉みがある。越後ではぜんまいを大量に収

穫して茹でて天日に干して柔らかくなるまで１日に５、６回揉んでからからにな

るまで干しあげる。これが越後の山菜取りシーズンの風物詩である。それがこの

地で見かけることはまったくみかけることがない。土地柄の違いであろうか・・。 

 
 
 
  
  
 
 
 

行者ニンニク ウトブキ 

ユキザサ ゼンマイ モミジガサ 

アケビ(木の芽) 木の芽の巣籠り

りり 


