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続・唐松岳~五竜岳縦走～(7 月 25・26 日)～ひと口感想
VOL2-NO18 2015。9｡28 発行

山行報告

木曽駒ケ岳・宝剣岳へ
報告者；宮島順一

発行発行行

同行者；鶴川栄子・内藤雪絵・鈴木 均

9 月 12・13 日，予定を一日遅らせて 4 名で木曽駒ケ岳・宝剣岳へ登る。木曽駒・
宝剣岳は 40 年振り。鈴木さんの車で朝 5 時に田淵行男記念館を出発し、高速道
路を伊那 IC に向かう。なんとか桂小場登山口 P に駐車し、6 時 40 分出発。
覚悟して臨んだ 1700ｍの標高差であるが、朝から体調がおもわしくなく、体が
重く足が上がらず、途中でテントを鶴川さんに持ってもらう。
8：54『馬返し』を通過。胸付八丁の急登を登り切って 12：08 茶臼山分岐着。
天気は最高で御嶽山も確認できる。西駒山荘を通過するのでなく一気に山頂を目
指して 12：51 将棋頭山に到着。下って遭難記念碑『聖職の碑』で休憩(13：34～)。
ここから尾根を登り、16：08 駒ヶ岳(2956.3m)に着く。天気も最高で 360 度の
眺望を楽しんだ後、テン場のある駒ヶ岳頂上山荘に向かう。テン場に着く(16：37)
とすでに満杯で、仕方なくロープの外に張ることになる。
翌早朝鈴木さんと宝剣岳に向かい、7：18 登頂。写真を撮って駒ヶ岳頂上山荘
に戻り下山開始。駒飼ノ池を経由し濃ケ池で小休止 (8：54～）
。ここから少し登
って昨日通過した八合目分岐に 9：28 着。既に紅葉が始まって実が赤くなったナ
ナカマドを見ながら新築された西駒山荘に向かう。石を積んだ避難小屋でコーヒ
ーブレイク(⒑：16～）
。木をふんだんに使った新築の小屋が魅力的。
14：32 登山口着。ハードたが、天気に恵まれて楽しい二日間であった。
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テン泊で広がる山の世界

内藤 雪絵さん

テント泊はほとんど経験がないけど、今回思いきって参加させてもらいました。
ザックの重さにげんなりしつつも、牛首や五竜山頂直下の楽しい岩場の数々！
テント幕営後のビールが美味しく、非常食ならぬ「非常酒」(谷口サン談、初めて
聞いた！)がこれまた最高！ 朝のご来光もバッチリ見えました。
テント泊を覚えたら、山の世界がひろがるんだろうなぁと感激。もっとパワフ
ルに歩けるようになりたいです。

岩稜コースも難なくクリアー

横田 竜三さん

唐松の八方からの道はハイキング道で良く整備されていました。八方池から丸
山に行く途中、去年は崩れていたところが石を積み、階段になっていました。ま
た、唐松山荘直前の谷のトラバースは道路が拡幅され、すれ違えるような幅にな
っていたのが印象的でした。
去年の9月23日丁度御嶽山の噴火の時に唐松～栂池まで縦走した時は登山道が
悪かったのに、素晴らしいものです。
五竜岳までは下りの岩であったため、少し難しいと思いましたが、みんな難な
くクリアーしたのは素晴らしく思いました。
コースタイムより早く五竜山荘に着いたが、テン場は一杯であったのにびっく
りしました。2 時より早く着かなければならないみたいです。
帰りにはヒマラヤの青いケシの花を見ることができてよかったです。

改めてリレー縦走～第３弾・第４弾を‼
悪天に祟られた 2015 年の夏山～入念に計画した第 3・第 4 弾の計画は先送りし
て仕切り直しとなりました。改めて次の日程で行いたいと思います。
引き続き、総力を結集してリレー縦走を盛り上げて行きましょう‼

第３弾：10 月 9 日(金) ～ 10 日(土)
10 月 9 日：猿倉～大雪渓～天狗山荘（テント泊） ※小屋は営業終了
日帰りは大雪渓途中まで
10 月 10 日：天狗山荘～不帰～唐松岳～八方尾根
日帰りは八方から唐松往復

第 4 弾：10 月 23 日(金) ～24 日(土)
10 月 23 日：遠見尾根～五竜山荘（テント泊）
10 月 10 日：五竜山荘～鹿島槍ヶ岳～赤岩尾根
又は爺ヶ岳～柏原新道
日帰りは爺ヶ岳往復

※小屋は営業終了

第 6 回 拡大役員会報告
遅くなりましたが 9 月 8 日(火)の拡大役員会報告です。雨降りだったせいか、4
名の参加で少しさみしい会議でした。

1；7 月 30 日以降の山行報告
7 月 30 日(木)；仏崎岩トレ：鈴木
7 月 30 日(木)～31 日(金)；常念岳：細田
8 月 1 日(土)～3 日(月)；剱岳：鈴木＋8
8 月 6 日(木)；天狗＆硫黄岳：内藤、古畑文、鶴川栄子、鈴木
8 月 7 日(金)～9 日(日)；アルプス冒険学校（栂池⇔白馬岳）
：森田＋3
8 月 9 日(日)～10 日(月)；燕岳：神津＋2
8 月 10 日(月)；岳沢小屋：桑原、井川
8 月 14 日(金)～15 日(土)；鳳凰三山：宮島
8 月 15 日(土)～17 日(月)；剱岳源次郎尾根：勝野＋2
8 月 22 日(土)～24 日(月)；月山・栗駒山：鈴木
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8 月 28 日(金)；蓼科山：谷口、勝野、神津、鈴木、北條
9 月 4 日(金)～5 日(土)；鳳凰三山：内藤＋2
9 月 4 日(金)～6 日(日)；前穂北尾根：鈴木＋5
9 月 4 日(金)～6 日(日)；武尊山・至仏山：谷口
9 月 12 日(土)～13 日(日)；木曽駒・宝剣岳：鶴川・宮島・内藤・鈴木
9 月 19 日(土)～22 日(火)；双六・三俣蓮華・鷲羽・水晶岳：鈴木＋12
この他に、谷口さん及び内藤さん(西穂＆鹿島槍)の山行があります。

2；今後の山行・行事について
北信越交流登山 ⅰn 石川(10 月 3 日～4 日)について
10 月 3 日(土) 交流会 「吉野谷セミナーハウス」
15:30～受付
17:00～18:10 夕食（地元の田舎料理：大鍋料理・おにぎり等）
18:10～20:10 交流会・宴会
10 月 4 日(日) 交流登山（大町は白山登山に参加します。）
4:00
起床
4:40
出発
5:30
市ノ瀬着
市ノ瀬より別当出合登山口へはシャトルバス￥５００
詳細は後日計画書作成

京ヶ倉公募登山について
10 月 18 日（日） 例会でﾋﾞﾗ配布します。会員外におすすめ下さい。

3；その他の日程について
9 月 29 日(火) 第 7 回例会
※変更しました。
10 月 13 日(火) 拡大役員会
10 月 13 日(火) 機関紙編集会議
17：30～19：00 頃
10 月 16 日(金) 湯俣ハイキング

山行報告

剱岳 源次郎尾根

勝野 秀次郎

8 月 15 日～17 日大垣労山の K さんと静岡の S さんの 3 名で剱岳『源次郎尾
根』に行ってきました。
8/15 勝野、S さん 6：00 勝野宅集合→ 6：30 扇沢→ 8：00／8:20 室堂 BT(K
さん合流) → 8：30／9：00 みくりが池温泉→ 11：20／11：40 剱御前
小屋→ 12：00 剱沢テント場（泊）
8/16 2：00 起床／4：00 剱沢→ 5：20／5：30 源次郎取付→ 9：30／9：50
二峰下降地点 10：10／10：20→ 11：20／11：30 剣岳山頂→ 前剱→ 14：
40 剣山荘→15：00／15：40 剱沢小屋→ 剱沢テント場(泊)
8/17 5：00 起床／6：40 剱沢テント場→7：30 剱御前小屋→ 10：00 室堂 BT
→12：00 扇沢
15・16 日は晴れていましたが 17 日夜半から雨となり、風雨の中テントを撤
収して帰りました。
15 日、剱沢のテ
ント場には 100 張
弱のテントが張ら
れていました。先行
の 2 パーティを二
峰手前で追い越し
ました（学生風の 5
人パーティに引き
ずられる）
。
ザックを背負っ
ての登攀は、力の無
い女性 2 人には無
理だったので、ザッ
クを先に引き上げ
ました。

山行報告

西天狗岳～硫黄岳

8 月 6 日・・・参加メンバー鈴木、内藤、古畑(文)、鶴川
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鶴川 栄子

『どこかに行きたいです
ねえ…』と内藤さんからメー
ル。
『久しぶりに八ヶ岳でどう
かな‥？』
とコースを検討し、
自分好みの欲張りな東天狗～
硫黄岳コースを設定。内藤さ
ん曰く、
『8 時間のロングコー
ス…?? 栄子さんは本当に欲
張りですねえ‥（笑）
』と。で
も『行こうッ‼』と他にメンバ
ーを誘い決定。
鈴木さんは時間正確に松川道の駅に到着。桜平の駐車場にもほぼ予定時間に着く。
7：55 発、夏沢鉱泉、黄連小屋と順調に歩く。9：25，樹林帯を抜けると、ここで
北八ツらしい素晴らしいが待っているはずなのに…。なんて残念、ガスに覆われて
視界ゼロ。ガスよどこかに行ってと願いながら根石岳を目指す。
神様は見捨てなかった。徐々にガスが晴れて東西の天狗岳が姿を現す。感謝‼
何回も来ているがこの景色は圧巻だと思っている。黒百合ヒュッテからよりもこち
らコースで天狗に登った方が好き。頂上からは展望も楽しめたし、ご褒美の巨峰の
ブドウも美味しかった。帰りに根石の小屋前のコマクサの中に、1 株だけ白いコマ
クサがあったのを記憶していたので探したがなかった。
気を取り直して先を急ぐ。行程のまだ半分だ。箕冠山より夏沢峠を目指す。峠に
近づくにつれてなにやら遠くで雷音が聞こえてくるではないか。
やばそうな雰囲気。
峠でしばし様子をみる。鈴木さん、
『黄連小屋まで 20
分。硫黄経由で 1：40 分。さあどうしますか‥？』 硫
黄岳を断念するか否か‥，心は揺れる。皆、へばってい
ないし、硫黄岳に登る体力はありそうだ。問題は雷音‼
幸いにまだ音は遠いし山頂までの 1 時間は大丈夫との判
断で 12：50 に歩き出す。13：45，着いたッ。雷はどこ
かに行ってしまったようだ。
爆裂火口、赤岳の展望を楽しみながら赤岩の頭から黄
連小屋まで下る。ショートカットしなくて良かったねと
周回コースを満喫して桜平の駐車場に 17：00 到着。帰
りは、尖石の温泉に入浴‥。なんとゲリラ豪雨に遭遇す
る。茅野の町にほんの少し車を走らせたら青空が広がっ
ていた。久しぶりの八ガ岳を満喫した山行であった。

2015 私の夏山

鈴木 均

この夏（７～８月）は、
①7／11～12 栂池～白馬三山～鑓温泉～猿倉 リレー縦走第 1 弾（横田・鈴木）
②7／15 爺ヶ岳日帰り（古畑夫妻・細田・鈴木）
③7／18～20 爺ヶ岳・鹿島槍（大阪の知人引率）
④7／30 仏崎岩トレ（ソロ）
⑤8／1～3 剱岳別山尾根（大阪の会夏合宿）
⑥8／6 天狗・硫黄岳日帰り（鶴川・内藤・古畑文・鈴木）
⑦8／22～24 月山・栗駒山（ソロ）
⑧8/28 蓼科山縦走（谷口・勝野・北條・神津）
で終わった。
本来なら 7／25 からリ

月山信仰の人たちと出会いました。

レー縦走第 2 弾の唐松～
五竜縦走や 8／20 から妙
義山、8／28 から双六～槍
大町労山夏山合宿も行く
予定だったが、唐松・五
竜は急遽帰阪せざるを得
ず不参加、孫が白馬に来
たため妙義山にも行け
ず、双六・槍合宿は天候
不順で中止した。帰阪中
に沢にも行けず、家の近
くの岩（ゲレンデ）にも
さわらなかった。
様々な事情で初めての
ルートは⑦の東北だけ
で、しかも盆明けから天
気がよくなく、いずれも
雨には遭わずにすんだが、月山では一時青空が見える程度で、栗駒山は眺望は全くなかっ
た。以前の経験からも東北の山は秋に行った方がいいとは思ってはいたが、旧同僚らとの
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東北観光だけではもったいないので個人山行を計画した。往き 600 キロ、帰り 700 キロ、
しかも一人でほとんど一般道の走行はきつかったが不可能ではないことがわかった。
それぞれの山行でとりたてて大きな発見や感動はなかったし、何となく物足りないとい
うか、充実感いっぱいの「2015 私の夏山」というような満足感に浸りきれていない（妙
義や双六・槍に行けていればまた違った思いになったかもしれない）。
山にもよるが、もともと夏山はあまり好きではなく、紅葉か雪の山、アルペン的な山を
志向するので、どこまでやれるかわからないが、この秋は、以前から検討中の山など、も
う少し自分なりの山行を計画したいと思っている。

重大インシデント・・・・仏崎の岩場にて

鈴木 均

久しぶりに剱岳に行くのに岩も少しはさわっておかないとと思って、７月 30 日仏
崎の岩場で一人で若干のトレーニングを試みた。結果的には、傾斜のきつい右の壁ト
ップから懸垂下降しながらのルート整備に終わってしまった。
最初に断っておくが、今回の重大インシデントとは、間接的には岩トレ中には違い
ないのだが、この懸垂中におこしたのではなく、つまり岩トレ中ではなく、別の局面
であった。
この壁は 50ｍロープの懸垂ではテラスまで少しだけ届かず、残り２ｍほどは緩い斜
面をロープなしで降りさえすれば基本的に問題はない。
もともとこの岩場にはあまり人が入らず、しかもこの日は平日で、全く人に会わな
かった。当初は、下からバックアップをとりながらリード的に登るつもりだったが、
登山道からの取り付きを通過して上まで登ってきてしまったので、とりあえず懸垂で
テラスまで降りてみようと支点を 3 本取り、
懸垂は絶対大丈夫ということを確認して、
途中固定しながらステップにある砂利や小さな若木を抜きながらゆっくり下降してい
った。
テラス手前まで降りてから、前述のようにテラスには少しだけ届かないため、念の
ため補助ロープをセットしようとした。そして補助ロープを出すためにザックを下ろ
してから、ザックが落ちないかやや不安を感じながらも、落ちたとしてもテラスまで
2ｍ程度なのでそこで止まるだろうと思い、やや広いステップにおいた。
ところが、これが問題の発端だった。
数分もしないうちにザックが落ちてテラスで止まらず、その下の急斜面を転がるよ
うに落ちていった。あとで取ればいいと、テラス手前が緩い斜面のため若木や砂利が
溜まっているのでそれらを処分してからダブルストックで斜めトラバース気味に慎重

に下っていった。5ｍも降りないうちになぜか古いトラロープがあった。直感的に問
題がないかという意識が働いたが、さわった感じではどこかにつながっているように
思えたため、強く頼っていなかったつもりだったがすぐにロープが切れて体がそのま
ま滑っていった。急斜面は岩ではなく、森になっていて落ち葉が厚くて滑っていく体
は止まらない。途中に幹の太さが、７～８センチから２０センチあまりの大小の木が
たくさんあり、滑っている途中で片足を幹にぶつけて止めようかという意識と、いや
止めればスピードが出ているから骨折かすくなくとも捻挫を起こす可能性があるかも
しれない、明後日は剱なのに行けなくなるという両方の意識がよぎった。すると不思
議なことに斜面がやや緩くなったのか、自然に体が止まった。ストックは１本は握っ
たままだったが、もう 1 本は滑った瞬間だろうか体から離れてどこにあるかわからな
くなっていた。ザックはもう少し下の直径 20 センチ以上あると思える木の根っこで
止まっていたので、それを回収して落下地点から登山道を斜めトラバースで上がった
が、何となくトレースっぽかった。
（獣道とは思えないこのトレースは別の機会に探索
する必要があるようだ）
水を飲みおにぎりを食べて少し休憩し（それくらい落ち着いていたし、気持ちの余
裕はあった）
、トップの懸垂の支点やらすべて片付けてから、行方のわからなくなった
ストックを探しにテラスから再度降りた。もちろんしっかりした支点から懸垂下降し
た。すると例のトラロープはほんの２～３ｍで切れており、その数メートル下にスト
ックがあった。そして体が止まったと思われる場所を見ると、どうやら 15ｍくらい滑
ったように思える。奇跡的とまでは言えないが、もし自然に止まっていなければ、ど
こまで滑落したかわからない。肋骨骨折かすくなくとも捻挫は必然だ。携帯電話が通
じるところか確認までしなかったが、
（市街地には近いのでたぶん通じる場所だろうと
は思える）通じなければ歩けない状態でどうなっていただろうか。
終了後に温泉に入ったら両肘を少し擦過しているのとＴシャツの背中が破れて穴が
二つ開いていたくらいで、痛みらしいことは全くなかった。
今回の教訓は、①いつもザックは枝や幹にシュリンゲで固定するのに、それを怠っ
たこと、②安心できないトラロープを結果的には頼っていたことである。
ソロでの岩トレなので、クライミングそのものは慎重すぎるほど慎重にバックアッ
プを取り、無理なルートを選ばないことにしていたのに、こんなことになるとは思い
もよらなかった。
ソロであるが故に、こんなことを書かなければ誰も知らなかったことで終わるのだ
が、あえて自らの恥を書き、読んでいただくことによって何らかの教訓にしていただ
ければ幸いである。
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機関紙発行改革の提言(2)

機関紙担当 森田 義彦

具体的な改革案
1；機関紙編集委員会を設けます。
編集委員会は、月々の機関紙の内容や構成、編集・発行・配布に関わるすべて
の作業に携わります。
主な内容は、各号の編集の方針についての意見交換と決定。決定に基づく紙面
の構成(編集＝記事の内容を決める、各記事の執筆者の割り振り、原稿の依頼
と集約、原稿書き、決定稿まで) 印刷、発送・配達業務、会計、次号の準備
等です。
① 機関紙編集に携わる編集委員によって、定期的、また必要に応じて随時、編
集委員会を開き、月々の機関紙の編集・発行を行います。
② 編集委員には会員の誰もがなれるものとし、役員会の推薦、会員相互の推薦、
および自薦によって選出します。編集委員を役員と見做す必要はありません。
③ 機関紙担当者は、編集委員会を招集し、統括します。
2；編集委員会へ移行するまでの暫定的取組み
直ちに編集委員会を設けるのは困難なので、当面の措置として、機関紙担当者
が、全会員を対象として会員が自由意思で参加する編集会議を招集し、集まっ
た会員によって、上記の作業を行います。
編集会議では、機関紙に関して自由に意見を述べることが出来るものとし、参
加したことによって困難な作業を押しつけられることにならないよう配慮す
るものとします。
以上です。さし向き 10 月号の編集に向けて下記の通り編集会議を行います。
日時は拡大役員会の日(10 月 13 日)です。とにかく機関紙づくりに関わってみ
て下さい。
みなさんのご協力に期待しています。よろしくお願いします。
☟

10 月度、機関紙編集会議
日時；10 月 13 日（火） 17：30～19：00
場所；大町市労働会館
※ 拡大役員会の日です。2 時間ほど早くお出かけ下さい。

紙上講習

岩トレメニュー

（9/16 この内容で、土田・細田・鈴木で実施しました）
‥‥ 西穂・奥穂・剱等の岩稜帯を、不安なく歩行できるために ‥‥

（
「お助けセット」
※は持っているが、ハーネス・登下降器等は持っていないという想定）
3 点支持・小幅で・岩から離れる・急な下りは後ろ向き
① 装備の確認・ハーネスの結び方・8 の字結び、お助けセット再確認
簡易チェストハーネスの結び方
② ロープの固定(クローブヒッチ) ※インクノット・マスト結びとも言う
③ 悪場でのトラバース(簡易ハーネスと 2 本のカラビナ）
④ フリクションノットの結び方
(プルージック・クレイムハイスト・オートブロック)
⑤ フィックスロープで登攀・下降(クライムダウン）
、斜めトラバース登り降り
簡易チェストハーネスとフリクションノットを使う
⑥ ムンターヒッチ(半マスト)の作り方とムンターヒッチによる確保(登り降り)
⑦ ムンターヒッチによる懸垂下降
※「お助けセット」
⑧ ツエルトの張り方・使い方
①カラビナ２
⑨ リードの確保
②環付きカラビナ１
⑩ 懸垂下降
③120 ㌢位のテープスリング
（チェストハーネス用）
④60 ㌢ｽﾘﾝｸﾞ２
⑤10m 補助ロープ（6～8 ㍉）
※ ツエルト・手袋

準備メモ
① 9 ミリロープ 2 本を太い幹にフィックス
(１本は懸垂用)
② ハーネス・スリング・カラビナ類、ヘルメッ
ト、下降器・登高器、補助ロープ・デージーチェーン、ハンマー（支点強度
の確認）
③ 食料・水
④赤ビニールテープ・熊手・のこぎり・スペアめがね・タオル・
虫除けスプレー・蚊取り線香
クローブヒッチ（インクノット・マスト結び）

２０１６年
労山カレンダーが
出来ました。
申し込み受付中
（会員は 1000 円）

きのこ狩り山
行検討中
恒例のきのこ狩り山
行日程が決まってい
ませんが、⒑月末か
11 月初めに行いたい
と思います。

ｶﾚﾝﾀﾞｰ写真
表紙 南ｱﾙﾌﾟｽ赤石岳 荒川前岳積雪期ルート
山内 義弘 ROUSAN ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ(東京都）
1～2 月 霧氷をまとった寒風山
加持 千弦 あるぷﾊｲｷﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ(高知県）
3～4 月 陽春の雪稜・西穂稜線
岡 孝雄 プリムラ山の会（東京都）
5～6 月 シロヤシオ咲く彼方に
嶋 和夫 野火止山の会（東京都）
7～8 月 夏の白馬大池
藤瀬 親実 かざこし山の会（長野県）
9～10 月 前穂高岳北尾根 東壁錦秋に映える岩稜）
吉田 真幸 米子勤労者山岳会(鳥取県）
11～12 月 雲を貫いて聳えるカラコルムの王者 K2（8611
ｍ）
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近藤 和美 雪豹同人（東京都）

１0月
日 月 火 水 木 金 土
1 2 3
北信越

4

5

6

交流登
山

7

8

9 10
ﾘﾚｰ縦走第3弾

11 12 13 14 15 16 17
拡大
役員会

湯俣ﾊ
ｲｷﾝｸﾞ

18 19 20 21 22 23 24
公募
京ヶ倉

ﾘﾚｰ縦走第4弾

25 26 27 28 29 30 31
例会

