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ネパールヒマラヤ遠征無事帰国   5月 27日 

 2度に亘る大きな地震に会いながら、ニレカピークへの登頂を果たしたネパー

ル遠征隊の一行が 27日無事帰国しました。メンバーの小山さんから、以下のよう

な帰国の挨拶を頂きました。 

ネパールから帰国しました          小山 守彦 

 みなさん、ご心配かけましたが無事日本に 5月 27日に帰ってきました。ありが

とうございました。 

 4月 16日から 5月 27日までの長い期間を仲間と一緒に行動する事ができまし

た。 

 大きな地震に 2度遭遇しました。ニレカピークを目指してのキャラバン中，4

月 25日の本震と、山から下りた後の 5月 12日の余震でした。 

いずれもお昼時で、バッティから外へ飛び出すほどの強い揺れでした。 

 このような大変な状況でしたが、現地のスタッフの皆さんのおかげで、登山活

動を続けることができ、目的の「ニレカピーク」に登ることができました。 

 とりあえず帰国のお知らせです。           勝野 小山 

                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 

    

5月例会＆6月拡大役員会報告 
 
    春の募集山行～鍬ノ峰に 18名が参加 ‥ 2名が入会 

5 月 24 日(日) 恒例の鍬ノ峰募集山行には、一般参加 9 名、会員 9 名の計

18名が参加しました。当日は新潟県からの団体をはじめ、多数の登山者で山頂

はいっぱいになり、ゆっくりできない状況で早々に下山し、駐車場の芝の上で輪

になって山の歌を３曲ほど歌って解散しました。 

この募集山行に参加された方の中から、長島八三さん（白馬）と細田郁子さ

ん（松本）の2名の方が入会されました。（P3で紹介、細田さんの鍬の峰感想も） 

 

4月例会以降の山行・行事 
4月 29日(休) 小日向山： 

谷口・桑原・鈴木・古畑・宮島・鶴川栄子・神津・横田・小松原 計 9     

5月 2日(土)～4日(祝) 槍沢から槍：鈴木＋大阪 3 

5月 14日(木) 爺ヶ岳南尾根：鈴木  

5月 16日(土) 山博シンポジウム 日本アルプスと氷河』：鈴木・内藤 

5月 17日(日) 県連交流山行～八島湿原：鶴川夫妻・神津・鈴木 

5月 24日(日)・25日(月) 立山：横田 

5月 27日(水) ネパール・ニレカピーク遠征隊(勝野・小山・他県連 3)帰国 

6月 28日(木) 子檀嶺岳；石井夫妻 谷口・土田夫妻 

5月 28日(木)  鑓温泉；鈴木   

5月 28日(木) 白馬岳(大雪渓往復)：臼井+1 

5月 31日(日) 針ノ木雪渓登山学校～雪上訓練：谷口・鈴木・竹花・森田 

6月 7日(日) 針ノ木・蓮華

岳：①針ノ木岳：鈴木・宮

島 ②蓮華岳：臼井・谷口・

鶴川栄子・竹花 ③針ノ木峠

往復：桑原・森田 

6 月 10 日(水) 焼岳：臼

井・鈴木・内藤・鶴川栄子・

細田 
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ニレカ登頂の詳

しい報告は、７月

４日（土）桑原さ

ん宅で行う「山の

歌を歌う会」で、

膨大な数の写真の

スライドを見なが

らしていただくこ

とになっていま

す。多数ご参加下

さい。 

山頂にて、バックは穂高吊り尾根。山行報告は次号 
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50周年記念・北アルプスリレー縦走について 
第 1弾の案として 6月 13・14日に『栂池～白馬岳～(山荘または幕営)～杓子・

白馬槍ケ岳縦走～鑓温泉～猿倉』とが提起されましたが、参加予定者の日程調

整ができず、先送りとなりました。7 月に改めて計画されることになりますの

で、50周年事業にふさわしい参加態勢を持って臨みたいものです。 

可能な限り多くの会員が参加できるよう、今後の予定や計画を検討するため、

23日の例会できちんと議論したいと思います。例会及び山行にみなさんの積極

的ご参加をお願いします。 

 
 
当面の山行・行事について 
6月 20・21日・県連登山学校～駒ケ根市・森と水のアウトドア体験館 

内容；アルパインクライミングを目指したクライミング技術の確認と研修 

 

7月 4日(土) 山の歌を歌う会 ‥‥ 桑原さん宅にて 

５時から焼き肉 山の歌を歌って交流を深めます。 

ニレカピークのスライドショー 泊まる方はシュラフ持参 

翌 5日(日)はハイキング‥‥候補地：雨飾山、真木集落等 

 (いずれも、参加・不参加を会長に電話・メールお願いします） 

その他 

・県連三役会議 6月 21日・駒ヶ根市 

・県連山岳救護大会 7月 18日～19日 川上村廻り目平 

・全国遭難対策研究集会；6月 27日(土)～28日(日)：神戸市 

・「安全のための知識と技術」講演会 6月 26日(金)松本市 

・映画『アラヤシキの人々』；長野・山形村で上映 

 

7月18日(土)；県連山岳救護大会＆レスキュー講習会2015 

目的；山口中の緊急事態に対し、適切に対応できるスキルを身につける 

到達目標：①傷病者の状態を概ね把握できる 

     ②傷病に応じた応急処置が迅速かつ正確にできる 

     ③適切な通報ができる 

開催地；廻り目平(川上村)   宿泊；各会で幕営 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

私の山歴(8) 一冬に 2 度死神に見放された話 桑原 巖  

 1981年4月、転勤で白馬から新潟県の越後湯沢へ住まいが変わり、元の古巣

の長岡労山の仲間たちと山行を共にすることになった。年が明けて 82 年 1 月

15 日、戸隠連峰の八方睨みを目指すことになり 14 日戸隠神社奥社の手前にテ

ントを張った。同行のメンバーはHとN若い仲間2人である。2人とも冬山の

経験は比較的浅い。翌 15日は好天で夜明けとともにテント出発。奥社からは尾

根筋へ出るまでかなりのラッセルで苦労した．五十間長屋、百間長屋と岩壁の

オーバーハングの下を通過すると鎖場の連続する岩稜帯になるが鎖は概ね雪の

下で比較的楽に通過できた。いよいよ蟻の戸渡りの難所だ。ここはザイルで確

保して馬乗りになって通過だ。左側は切れ落ちた絶壁で緊張させられる。無事

に通過してザイルを解き樹林帯をHが先頭で歩き出した。しばらく進んだとこ

ろで後尾を歩いていた私は奥社側に寄りすぎていることに気が付き、『おーい谷

に寄りすぎだ』と先頭に注意した。アクシデントが起きたのはその時である。

私の足元が崩れあっというまに転落、雪庇の踏み抜きだ。奥社へ向かって滑り

出した。まさにあの世行きだ。だが死神が見放したのはこの時である。なんと

谷の真中に枯れ木が１本突き出して居てその木に運よく引っかかったのだ。そ

の距離 10m。『おーいザイルを投げてくれ』上に向かって声を掛けて引き揚げ

てもらい無事に生還することができた。 

 それから2ヶ月半後の3月30日、谷川連峰に連なる足拍子岳(1300mほど) 

へ仲間 5 人で登りに行った時の事である。上越線土樽駅から無雪期にはルート

のない尾根からの挑戦である。3 月末ながらかなりの深雪でラッセルには苦労

させられた。代わる代わるのラッセルが 2 時間程続き、ようやく頂上近くまで

高度を上げた頃から天候が急変し降雪が激しくなってきたので、登頂はあきら

めて下山することにした。下山を開始して間もなく広い雪壁のトラバースにか

かり、先に 3 人がトラバース帯を無事に抜けるのを見届けてから私ともう 1 人

のメンバーがトラバースを始めて斜面の中ほどに来たころ、突然斜面の上部が

滑り始め急いで渡ろうとしたが時すでに遅し、体は雪の波に飲み込まれてしま

い後は流されるままで、何とか口の周りだけは手で覆い何分か流された。やが

て流れは緩くなって止まった時には上半身が雪面から出ていたが雪が固く閉ま

っていて自力では抜け出せなかった。もう 1 人は首だけが埋まっていてすぐに

抜けだして私を引き出してくれた。またしても死神は私をこの世に残らせてく

れたわけである。 

 雪庇の踏み抜き，新雪の雪壁のトラバースにはくれぐれもご用心を。 
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新 入 会 員 紹 介 

鍬の峰 公開募集山行に参加して  5月24日 

       細 田 郁 子 さん 
 しゃくなげが咲く鍬の峰。登ってみたい。大町労山が募集した、参加費千円、

とん汁付にひかれ、一人参加を決め申し込みました。 

集合場所のコングランド駐車場へは、狭い一本道を抜けていくので、少々心細

さもありましたが、本日は天気も上々、初めての鍬の峰にわくわくドキドキです。 

受付、説明を受け、車に分乗し、登山口駐車場に向かいます。全員でストレッ

チの後8時過ぎ、登山開始です。 

登山口からすぐに、急登の階段が始まりました。ゆっくり登っていただいてい

るので、自分なりに一歩一歩、確かめながら登っていきます。高圧線鉄塔下で最

初の休憩、一息つきます。まだ、四分の一位だと聞いて、先は長いなと思いまし

た。林の中は、笹の道。しゃくなげの木が出迎えてはくれましたが、花が見当た

りません。 

『今年は、例年より花が早いかも』の言葉に少々がっかりはしましたが、まだ

まだ先が長いので期待も半分。笹の中の道をひたすら登ります。 

途中の開けたところから、北アルプスや安曇野の風景が望め、息を整えながら

登ります。このままのペースで、頂上までと思っていると、緊張の連続が待って

いました。大岩を越え、右が切れ落ちているところをロープと立木を頼りに慎重

に進みます。足元や岩場のイワカガミの花が、ほっとさせてくれました。 

『大変な所は、ここだけ』の言葉に励まされ、笹原を抜け 10 時 15 分頂上へ。

感嘆の声が出るような、大パノラマ。北アルプスに手が届くかのような景色が待

っていました。思わずシャッターを切りました。安曇野の田園が眼下に美しい。

これが見られればもう最高。 

お昼は山頂で。会員皆さんで持ち上げてくださった、トン汁、山の幸＋αがま

た美味しかった。しゃくなげには少ししか会えませんでしたが、会員の皆さんの

最高のおもてなしと山頂からの抜群の眺めをいただいて、幸せな一日でした。(山

頂では、個人、三団体が同時間に当たり、超満員状態でした。それも初体験でし

た) 

下山後、会に誘っていただき、6 月から仲間に入れていただきました。会の平

均年齢を上げ、初心者マークの私ですが、ご指導いただいて、元気に、楽しく登

っていきたいと思っております。よろしくお願いいたします。 

 
長 島 八 三 さん。 

 

生まれ・育ちは福島県。18歳で東京に出てきたときは『人間の住むところで

はない』と思ったものです。 

22歳で就職。それまで時間も金もなかったので、色々なことをやってみよう

と思っていたところに、先輩から『南アルプスに行かないか』と声をかけられ、

二つ返事で参加。３泊４日のテント泊で仙丈ヶ岳から北岳縦走。天気に恵まれ

山頂から眺める山脈に感動しました。 

その後、職場の仲間や家族での山行は 20回程度かな？（夏のみ） 

定年と同時に東京を脱出して、山とスキーを

楽しもうと白馬に移住。 

ところが、雑用などで計画は頓挫。このまま

ではいけない、今年は山に行こうと決意したと

ころに、大町労山の鍬ノ峰山行募集が目にとま

ったので参加しました。体力が落ちているのを

改めて感じましたが、無理をせず皆さんとおつ

きあいしたいと思いますので、よろしくお願い

します。 
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針ノ木峠～蓮華岳登山に参加して   竹花 聡 さん 

 

まちおこしNPO「ぐるったネットワーク大町」の北アルプスネイチャーガイ

ドチームでご縁のある森田さんから針ノ木雪渓に行かないかとお誘いを受け、

同行させていただくことになりました。前週の研修もセットでの参加が義務と

いうことだったので両方参加させていただきました。 

  

  

その１ 雪上訓練  5月31日(日) 

5 月 31 日の参加者は４人（鈴木・谷口・森田・竹花）。大沢小屋より１段上

の雪面まで登り、訓練開始となりました。とは言え、対象者は私 1 人なので、

鈴木講師のマンツーマンによる充実した講習を受けることができました。 

最初はアイゼン無しで浅い傾斜の雪面昇降、続いて急斜面、トラバース等順

次行い、アイゼンを履いてもう一巡。その後にピッケルを用いた滑落停止の訓

練を行いました。後ろ向きで尻餅ついた後に一回転しながら落ちたり、立った

位置から前転しながら落下したりする訓練には冷や汗でしたが、生徒は 1 人な

ので逃げるわけにもいかず、必死でピッケルを雪面に打ち込みました。格好よ

く止めることはできませんでしたが、落下の感覚を身をもって体験できたのは

良かったです。その後 2種類のロープワークを学び、訓練は終了となりました。 

その２ 針ノ木雪渓から蓮華岳へ  6月7日(日) 

さて、翌週の 6 月 7 日(日)、針ノ木岳慎太郎祭と同日に本番の登山が行われ

ました。登山口から多くの人々が集まっており、雪渓を列をなして登っていく

様子は慎太郎祭ならではの光景。天気は雲ひとつ無い晴天で、絶好の登山日和

となりました。大糸タイムスによると約 350人が集まったとのこと。 

針ノ木峠までは全員で登り、そこから蓮華岳組（谷口・鶴川・臼井・竹花）

と針ノ木岳組（鈴木・宮島）そして折返し組（森田・桑原）の三班に分かれて

の行動になりました。 

  峠で休んでいると、グーグルのストリートビュー撮影隊に遭遇。大町の市役

所職員を含む有志のボランティアチームとのこと。昨年、爺ヶ岳と鹿島槍を撮

影し、今年は針ノ木・蓮華だそうで、大町の観光協会のページで見られます。 

  昼から急にガスが出て視界が遮られ、山頂では景色を楽しめませんでしたが、

蓮華岳では雷鳥にも会え、充実した登山となりました。同行させていただき、

ありがとうございました。 

                                     

   
ストリートビュー撮影隊     ライチョウに励まされました 

   
自前の独自の登山学校・雪上訓練 
 今回の取り組みは、アイゼンやピッケルが必要な山行に会員以外の方をお誘

いするために、事前に雪上訓練を実施すると言うもので、参加者も実施する側

も2週連続となるというハードなものでした。 

それが直ちに入会に繋がるとは言えませんが、このような取り組みも 1つの

方向ではないでしょうか‥。 
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伊吹山・大台ケ原(日出ケ岳)・大峰山脈(八経ケ岳)へ 

5 月 14 日(木)～17 日(日)   宮島 順一 

5月 14日(木) 

37 年ほど前に一緒にネパールに行った春日井市の T さん宅に前泊するため午後出

発。彼女は年何回も我が家にスキーの帰りに寄っていくアグレッシブな女性だが腰を

骨折しリハビリ中。居間にはテレマーク用のスキー板がさみしく置かれていた。 

 

5月 15日(金) 

早朝、T 女史にお握りを作っていただき高速道を使って関ヶ原 IC に向かう。登山

口駐車場は1日500円だが、一番奥の駐車場は200円でポストに車のナンバーを書い

た用紙とお金投入する。 

登山口を7時半に出発。初めは樹林帯の中をしばらく歩くが、まもなく現在営業し

ていない伊吹山スキー場の中をひたすら歩く。時々、発破の音が聞こえる。近くに住

友大阪セメントの鉱山があるからだ。頂上直下は九十九折れの急登が続くが頂上に10

時半ごろ到着。1等三角点を撮影したり、売店のおばさんご夫婦と雑談し下山。 

残念ながらガスのため眺望きかず。12時 50分駐車場に帰着。下山するころは伊吹

山のガスも晴れ、眺望がよくなったのではと思い残念。 

関ヶ原 IC から名神高速を大垣 IC まで戻り、R258 から桑名東 IC で東名阪道に乗

り、亀山 ICで降りて名阪国道・針テラス(TRS)に向かう。ここで大阪からくるS君と

朝待ち合わせすることになっている。 

午後4時半針テラスに到着。

ここは一昨年奈良からの帰り

訪れた場所でなつかしい。大

型の道の駅と言っていいだろ

う。早速、場内の温泉でゆっ

くりしてから食事をしてテン

ト場を探す。近くに最適の林

道があり、薄暗くなってから

テント設営。 

 

5月 16日(土) 

4 時起床。S 君からメール

が入っており、昨晩遅くに針

テラスに到着して車の中で寝ていたとのこと。針テラス

内で二人で朝食を取り、今日の予定を話しあったところ

午前中は天気が悪いので温泉でゆっくりすることになり、

大台ケ原や大峰山脈に詳しいS君の案内で入之波（しお

のは）温泉に向かう。 

この温泉は茶色の湯でタオルも茶色に染まる。温泉は

地下 150ｍから自噴しており湯温は 39 度とちょっと低

め。ここでお昼を食べ大台ケ原ドライブウェイを通り登

山口駐車場に向かう。 

駐車場のある場所にはビジターセンターがあり施設

も充実している。日出ケ岳（1695ｍ）頂上には 30 分ほ

どで到着する。頂上は平たんで展望用の櫓がある。眺望

はあまりよくないので尾鷲辻経由で駐車場に戻る。途中   

の尾根は風倒木が多く鹿の食害に苦慮している。ここから今日の宿泊場所和佐又山

ヒュッテに向かう。 

当初はヒュッテ前にテントを張る予定であったが、S 君がヒュッテに泊まるとい

うので一緒に泊まることにする。S 君は何度も来ていてこちらの地理には詳しいの

で心強い。 

 

5月 17日(日) 

4 時に起床し前日に用意されていた朝食をいただき八経ケ岳登山口になる行者還

トンネルに向かう。駐車場は有料で 1000 円を支払い、弥山小屋を経由し八経ケ岳

（1915ｍ）に到着。天気

もよく360度の眺望を楽

しんでから駐車場に戻り、

上北山温泉に向かう。 

川添いの温泉で施設も

コンパクトだが泉質もよ

く疲れが癒された。 

ここでS君と別れ太平

洋側の尾鷲市経由で家に

帰着したのは夜9時を回

っていた。 
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久しぶりの戸谷峰～     2015年 5月 6日 

記録者；石井ひろ子  同行者；石井良之助 

コース；登り：野間沢橋 － 山頂   下り：山頂 － 蕎麦屋駐車場 

連休最終日、さぞや混んでいるだろうと思ったがさほどでもなく、山頂付近で 

西側のルートを上がって来る女性 2人に出会ったのみ。 

 登りは帯所橋手前の駐車場に車を停め、鉄橋巡視路コースをゆっくり登る。雨 

が降らぬせいか山が乾いている。山芍薬の姿も今回は全然見られず、ニリンソウ 

の群落等も少ない。鹿の被害もあるのだろうか‥。 

鉄塔 72号から 73号の間にはピンクのエンレイスミレ？がちゃんとあり、しっ 

かりとその場所にいてくれたのが嬉しかった。 

 頂上直下のニリンソウもあるにはあったが、淋しいくらいに少ない。 

 山頂で槍ケ岳がひときわ天をさしているのを眺めながら弁当を食べ、蕎麦屋の 

所に降りる新しい道を下る。やっとの思いでがれ場の急降下を降りた。 

 蕎麦屋から帯所橋までの道の遠かったこと‥。 

 

山行報告 子檀嶺岳 記録者 土田幸男   2015年 5月28日(木)   

同行者 石井ひろ子 石井良之助 谷口伸二 土田喜代子  天気 晴れ 

 

 2年前から行きたい山でした。2月に会山行として予定されていましたが、積雪

のため行けなくて、やっと念願かなっての子檀嶺岳です。石井さん夫妻は先々週

の日向山、先週の夜叉神峠と、3週連続の山だそうです。 

 明科から筑北を通って青木村の道の駅で休憩して登るコースを確認しました。

細い道を道なりに走り、ゲート前の空き地に駐車しました。軽自動車が 1 台停め

られています。着替えていると早くもマイマイ蛾の来襲です。 

 動物除けのゲートを抜けて登山道。右手に淡竹があり、橋を渡ると右も左の竹

林ですが電柵が施されています。電柵があると言うことは『盗掘』があると言う

ことなのでしょうか‥。 

 道はよく整備されて足にも優しく歩きやすい。尾根の北側に移り、再び尾根上

の赤松林を歩きますが、ここが地図上の『畳石公園』らしい。いかにもマツタケ     

が生えて来そうな場所でした。 

  

  左へ『強清水』を分けて杉林に変わった薄暗い道から、使用不能になったよ

うな林道に出ました。ゆるやかに右に歩くと左上に鳥居が見え、いよいよ本格

的な山道になりました。朴や杉の大木が生え、光も充分入る綺麗な林です。シ

ロバナエンレイソウが蕾を膨らませていました。 

  少し平らになった所で水分補給のため休憩。再び歩き出しましたが、谷口氏

から『頂上まで 300m』の声。高度差なら分かりますが、直線距離を言ってい

るのであれば、このジグザグの道では見当もつきません。 

  前方が明るくなってもうすぐ尾根に出そうですが、これがなかなか出ません。

何とか尾根に出ると風も流れ気分もよくなります。おじさんが 1 人下りてきて

『あと 2～3 分で頂上。登山道整備に 3 日かかった』と言いながら下って行き

ました。やはりきちんと整備された山道でした。と思うと同時に、私達が登る

山は、こうした人達に支えられていることを実感しました。 

 

  頂上はもやのせいかクリアではありませんが、塩田平が広がり、近くにある

夫神山がきれいです。祠があり中にはノートがあります。谷口氏がノートを広

げていますが、何か書いたのでしょうか‥。 

  夫婦だけの山歩きと違って、大勢での昼食は楽しいものです。次々と美味し

いものが出てくるし、景色は良いし、会話も進むし‥で、気がつくと 1 時間近

く過ぎています。夫婦だと 30分、単独だと 15 分ですんでしまうところです。 

  下りは尾根下の急坂に気をつけますが、上を見て『あんなに急だったのか』

と感心させられました。鳥居まで着くと、後は赤松の明るい道を下るだけです。

出発を1時間早めたので余裕を持って下れます。 

   

駐車場に着くとタイヤにマイマイ蛾が取りついていました。青木の道の駅で

買い物をして『ささらの湯』に行きま

したが『本日休業』。去年の夜叉神峠の

二の舞です。道の駅の戻って帰る道筋

の『くつろぎの湯(300円)』に入湯しま

した。 

往路は工事個所が多かったので、帰

りは山清路から池田に出ました。まだ

暑い時半過ぎに帰り着きました。 


