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２０１５年をふりかえって    谷口伸二 
 

   
 

今年もあっという間に残り１週間となりました。 

年明け早々の『正月は富士山の見える山へ』・『青春 18 きっぷで行くハイキング』で

好スタートを切り、17 日は大雪の中でしたが鈴木さん宅での新年会、50 周年を迎え

るに当たり「北アルプス縦走登山・レセプション・記念誌」などの話で大いに盛り上

がりました。 

 初めての企画では『大町労山を知る会』や『山の歌を唄う会』を行いました。これ

らの企画は改善する所が多くあると思いますが、新しい仲間を迎えること、「大きな声

で歌うことが少なくなった、山の歌を唄いたい」等の声に応え、時期等を考えながら

続けていければと思います。  

一般募集山行も5月の鍬ノ峰・10月の京ヶ倉が定着し、この山行を通じて新しい会

員を迎え、会山行や運営も少しずつ新鮮になってきたのかなと思います。 

 今年も会山行・個人山行が活発に行われましたが、無事故で年を越えることについ

て大変うれしく思います。これからも安全登山に心がけましょう。 

では皆さま、良いお年を。 

11・12 月の例会・拡大役員会報告(抜粋) 

1；10月25日～12月24日の山行・行事報告  

① 10月 25日(日) 風吹岳きのこ山行： 

石井ひ・勝野・桑原・古畑文・小山・谷口・鶴川栄・津田・横田 

② 10月 25日(日)～11月 5日(木) ﾌﾞｰﾀﾝﾄﾚｯｷﾝｸﾞ：鶴川栄子＋6 

③ 10月 27日(火) 熊岩・岩トレ：鈴木 

④ 11月 1日(日) 生駒山：鈴木 

⑤ 11月 3日(祝) 大台ケ原から尾鷲道：鈴木 

⑥ 11月 7日(土) 岩湧山：鈴木 

⑦ 11月 11日(水) 柳井市平郡島・長深山ルート調査：森田  

⑧ 11月 12日(木) 柳井市平郡島・長深山ルート調査：森田 外 1 

⑨ 11月 13日(金) 虫倉山：勝野・臼井・石井ひ・古畑文・鈴木・佐藤泉 

⑩ 11月 14日(土) 県連 50周年記念講演会＆レセプション 

 レセプション：谷口・小山・桑原・宮島・横田・鈴木 

 講演のみ：石井良・石井ひ・古畑文・細田・佐藤  翌日山行雨天中止 

⑪ 11月 21日(土)～22日(日) 金峰・瑞牆山：鈴木 

⑫ 11月 22日(日)  柳井市平郡島・大嶽～深山ルート調査：森田 

⑬ 11月 23日(祝) 虚空蔵山：神津・鈴木・谷口・細田 

           一般：相沢・田中・横山～入会の意向検討 
         
⑭ 11月24日(火) 恵那山：石井ひ・臼井・勝野・鈴木・細田・荒川(佐久) 

⑮ 11月29日(日) 荒船山：桑原・鈴木・谷口・細田・宮島 

⑯ 12月 5日(土) 忘年会：20名の参加で盛り上がりました 

井川・石井良・石井ひ・尾形・勝野・桑原・神津・古畑・古畑文・小山・佐藤・

鈴木・谷口・津田・土田・鶴川栄・鶴川栄子・長島・外2(斉藤・堀口)   

⑰ 12月8日(火) 茅ヶ岳：勝野・古畑文・鈴木・鶴川・外3 

⑱ 12月12日(土)～13日(日) 送年山行・東天狗岳：勝野・桑原・谷口 

㉑ 12月18日(金) 小川山：勝野・古畑文・鶴川栄子・細田・堀口・外1名 

㉒ 12月19日(土)～20日(日) 越百山：鈴木＋大阪泉州15 

㉓ 12月23日(祝) 赤岳：勝野・小山・鈴木 

 

新年会～1月 16日(土)～も盛大に‼ 
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2；当面の山行・行事 

① 12月23日(水) 赤岳＾12月会山行 

② 12月26日(土) 青春18切符で行く高川山 

③ 1月10日(日) 富士山の見える山へ 

④ 1月16日(土) 新年会：鈴木さん宅 

⑤ 1月20日(水) 『ごんぞ』原稿提出締め切り 

⑥ 1月23日(土)～24日(日) 県連・雪崩コンパニオンレスキュー講習会 

 於；八方尾根 八方山荘泊 

⑦ 1月31日(日) 県連・冬の交流山行 

⑧   

3；検討中の議題 ～ 引き続いて検討します 

① 会費の見直しをふくむ規約の検討、および遭対基金の未納対策等  

② 他の会の会山行や忘年会等への参加のあり方について 

③ その他 

 

労山新特別基金（遭対基金）の継続・口数変更について 

   大町労山会員の継続登録申込期限月は1月末までとなっています。 

 口数を変更される方は 1月 15日（金）までに谷口へ連絡をお願いします。 

 連絡がない場合は現在の口数で継続とします。 

   口数の忘れた方は谷口に問い合わせてください。０８０－５１０９－０９８４ 

  

 

掛金と交付金について 

詳細は日本勤労者山岳連盟 ホームページをご覧ください 

http://www.jwaf.jp/fund/pay/index.html  

 

新年会～1月 16日(土)～に結集しましょう 

『ごんぞ』締め切りは 1月 20日です 

2015年度 冬の交流山行実施要項 ～ 美麻・権現山‼ 

主催；長野県勤労者山岳連盟組織部 

主管；組織部 

目的；会員の交流 

場所；大町市美麻『権現山』 標高 1223ｍ 

実施日；2016年 1月 31日(日) 

集合場所；大町市美麻 新行公民館 

集合時間；1月 31日(日) 9：00 

対象；労山会員 

申し込み方歩；各会毎に県連指定の申し込み書にて申し込むこと。 

締め切り；2016年 1月 18日(月)必着 

申し込み先；組織部 元矢則子(川西山の会) 携帯；090‐4460‐1271 

      別紙申し込み書必要事項記入の上、FAXまたはメールにて 

      FAX;0267‐53－5722  sakura12@sas.janis.or.jp 

 地元大町『権現山』開催です。ふるって参加しましょう‼ 

重要なお知らせ 

http://www.jwaf.jp/fund/pay/index.html
mailto:sakura12@sas.janis.or.jp
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山行報告 恵那山  11月 24日(火) 天候；曇り 

報告者；細田郁子  同行者；勝野，鈴木，石井，臼井，荒井 

  

11 月ともなると待ち合わせの時間は、真っ暗です。5 時、松川道の駅、5 時 15 分

に田淵行男記念館駐車場で乗せていただきました。 

前日鈴木さんから、ここの駐車場は、登山者のために開放されていると、お聞きし

ましたが、確かに『登山者用』と書かれています。山を愛した方の記念館らしい配慮

だと思いました。 

今回は、虫倉山に登られた方々で計画された山行だとお聞きしましたが、それに加

えていただきました。 

昼神温泉で、荒井さんと合流。林道車止めの駐車場から歩き始めたのが、7 時半、

そこから林道を2キロ、30分ほど歩き、広河原登山口到着です。 

最初は、河原へ降り対岸へ、丸木橋を渡ります。ここからは、急な山道が始まりま

す。道沿いは、笹がきれいに刈ってあり、よく整備されています。急な所は、丸太で

作った数段の梯子が多く掛けられていました。 

二番目を、歩かせていただきましたが、先頭の勝野さんには、安全で、疲れを残さ

ない基本の歩き方と呼吸法を教えていただきました。特に、梯子段が多かったので、

不安なく歩く事が出来ました。ストックの使い方は、まだまだ練習が必要なようです。

道程には約0.3キロごとに、10分割の標識があり、元気づけられました。 

途中視界が開け、雲の切れ間から、南アルプスや山々が望めました。また、カラマ

ツや他の木々と笹のコントラストが美しかったです。 

 

11時 40分には、頂上到着。山頂からは、展望はありません。そのまま避難小屋へ

向かいます。 

12時避難小屋前にて、昼食。トイレ棟もよく整備されてきれいです。岐阜県の山岳

救助隊の方たちが、冬準備に来られていました。『岐阜県側の登山道はよく整備され

て眺望も良いですよ。』とPR されていました。登る機会があればそちらも行ってみ

たいですね。 

12時 45分避難小屋を後にして下りはじめます。15時半頃登山口へと戻って来まし

た。駐車場で16時。登山口までの往復1時間が長く感じられました。 

昨年、左膝の腫れと激痛のため予定を断念した恵那山。楽しく登ることが出来まし

た。皆さんに感謝。ありがとうございました。 

   山行記録  荒船山  11月29日(日)      

報告者；宮島順一  同行者；桑原・鈴木・谷口・細田 

 

荒船山（1422.5ｍ）‥絶壁と展望台を持つ山上に大きな台地が広がる船形の山。 

11月 29日。参加者 5人で安曇野 ICから佐久 ICに向け車を走らせた。天気は

曇り、好天を願いながら高速道路を走る。コスモス街道を進み内山大橋を渡った

ところから右折し内山峠に向かう。 

峠の登山口駐車場には既に数台の登山者の車が駐車していた。気温は低く周り

には 3㎝ほどの積雪がある。軽アイゼンを装着し 8時に最初の目的地艫岩（とも

いわ）に向かう。 

登山道は凍っていたり、落ち葉が堆積しアイゼンにくっつき歩きにくい。樹木

は霧氷状態で大変きれいだ。艫岩という絶壁に 10時到着。ここからは浅間山が白

雪をいただき大変きれいに眺望できる。老朽化した避難小屋があり改築予定であ

るが諸般の事情で延期されているようだ。 

艫岩に対して舳先にあたる二等三角点の行塚山に向かう。荒船山は南北に長い

平頂をなし、大きな舟形の特異な山容で有名である。平坦な登山道を進み最後の

登りを登り切ったところが頂上で 10時 50分到着。しばし眺望を楽しんだあと避

難小屋に戻る。 

ここで昼食を食べ大きな岸壁の岩屋がある修験道場跡で休憩してから内山峠登

山口に午後 1時 40分に到着。入浴場所は近くの初谷温泉に向かう。渓谷脇の静か

な温泉宿で入浴し一路安曇野 ICに向かう。 
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2011夏山合宿 唐松・五竜・鹿島槍・爺ヶ岳縦走の記 

報告者；北條和男  

  
8月 26日 朝起きると小雨だった。登山の用意をして車で八方ゴンドラ駅まで行

く途中も雨。カッパを着てロープウエイとリフト乗り継いで八方山荘に着き、雨

の中をしばらく歩いて八方池に向かっていくと、薄日から晴れ上がって登山には

勿体ないくらいになり、歩いているうち着ているものがからからに乾きました。 

   
唐松山荘で昼食にして五竜山荘泊まり。夕食はカレーでお代わりも‥。 

  

8月 27日 天気がよく、五竜岳－口の沢コル－キレット小屋－鹿島槍北峰－鹿島

槍南峰－布引山－冷池山荘泊まり。 

 

  

鹿島槍北峰ガラ場では意外に乾いていたので登りやすく、頂上の眺めはパノラマ

のようで、縦走出来たことに自分で感心しました。 

鹿島槍南峰は少し汗が引いて歩きやすかったです。 

 

     
8月 28日  冷池山荘－爺が岳中峰－種池山荘－ケルン－登山口へと下山。 
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発掘～平郡島縦走路(1) 長深山・前  森田 義彦 

2015年 11月 11日(水)。『長深山に登る人が来るので一緒に登ってはどうか』

と言う声がかかり、兼ねてからの懸案としていた島の脊梁山脈・長深山(451m)～

深山(468m)～大嶽(271m)ラインの調査をする機会が突然やってきた。がしかし、

前夜来の強風～波浪注意報のせいで相方となる人が来られなくなり、1 人での決

行を決める。とは言え、下調べもなしで手がかりが何にもなく、市役所出張所を

訪ねて道を聴くと幸いにも『40年前に登ったことがある』と言う所長さんが個別

詳細地図をコピーし、昔あった筈の道を書き込んで下さった。 

 9：07 教えられた通りに最後のミカン農家の脇から歩き始め、ちょっとした薮

漕ぎの末にめざす長深山から西に延びる尾根に出ると道らしき踏み跡があり、そ

れを辿るとみかん畑に突き当たってそこから迷いようのない道となる。進むこと

数分で突然右手の視界が開けてみかん畑超しに海が見える場所に出ると、おりし

も西港を出たばかりのフェリー『ヘグリ』が眼下を航行中である。  

 その辺りには昔の耕作地らしい石垣のある畑が数段続き、その石垣に石の階段

がつけられていた。それは『耕して天に至る』と言われた瀬戸の島々に見られる

段々畑の名残であり、かつて盛んにこの棚畑が耕作されていたことの証である。  

 9：42、みかん畑の上に出る。みかん畑側からの道がここで合流し、しっかりし

た道になると同時に数種類のテープによる目印が現れた。  

 もらった地図によると尾根は『東 10°南』の方向にまっすぐ伸び、その先に NTT

の反射板があることになっており、10：00にその反射板に着く。  

 『そこまでは問題なく行けるが、そこから先は多分倒木などで歩きづらいだろ

う』との出張所長さんの言葉通り、はっきりと道と言えるものがなく、倒木が折

り重なって進路を阻み、また大小無数の様々な蔓植物が簾のように垂れ下がった

り横に這ったりして侵入を拒んでいた。折り畳みの鋸でこれらの蔓や邪魔な木を

切って道を切り開きながら進み、併せて無数にあるアオキの幹や枝を折って帰り

道のための目印とする。  

 そんな中にも時折目印があり、また棚畑の石垣にペイントの目印があったりも

するがハッキリせず、その目印も石垣の消失と共になくなって、後はただ高みを

目指して進むのみとなる。確実な目印をつけて行かないと迷うのは必至であるが、

何も持ってないのでナタメ代わりに枝を折って行くしかなかった。  

 不安を抱えながら手探りでひたすら登り、前方の木々の間に空が見え、やがて

だだっ広い平地に着く。大きな石がゴロゴロしてはいるが、山頂を示すものは何

もなく、右手(南)に向けて更に緩やかな登りが続いていたが、そこに踏み込むと

下りの方角が本当に分からなくなる危険を感じてそこまでとする。  

  

10：54発。下りの手がかりは大雑把な方向感覚と記憶、登った時の痕跡しかな

い。とりわけ始めの 1歩が肝心である～，と言いながらやはり間違えた。方向感

覚も記憶も実にいい加減なものだと言う他ないが、想定通りとも言えそうだ‥。 

 最初のナタメを辿って少し降りた辺りで次を探したがなかなか見つからず、ピ

ークに戻ってやり直したりしているうちに、赤い目印を見つけた(11：04)のがミ

スを誘い、登って来る時に右手(南側)の方が明るく空がよく見えていたと言う感

覚も手伝って左 (南)側に寄りすぎ気味に下ったらしい。その辺りにも棚畑の石垣

等の人造物があり、どう下っても大差はないと構わず下るとイノシシのヌタ場に

なったため池(11：20)があり、更に下ると左右が尾根の凹地に向かっていること

に気づく。左側は長深山から西南西に延びる尾根、右手が登って来た尾根で、自

分は今その中間の谷にいると判断し、トラバース気味に下りながら右手の尾根へ

と移動していると、集果用のワイヤーが見つかった(11：41)。これが登りはじめ

に見たワイヤーの延長であれば、登ったコースより 左(南)側にいることは明らか

なので更に右寄りに下ると、周囲をコンクリートで固めた長方形のため池があり

(11：47)、その 50mほど先で崩れかかった出づくり小屋を見つける(11：48)。そ

こから 2分ほどで目の前が明るくなり、木の間越しに海が見える場所に出て目の

前の薮を掻きわけ、11：52みかん畑の上の端に着く。 

 柵に沿って右手に進めば登ってきた道に出る筈であるが、みかん畑を通らせて

もらって別の登り口を調べたいと思い、大声で『こんちわァ～、畑を通らせても

らってもいいですかァ～』と、2～3 回叫ぶと、『そのまま降りておいでェ～』と

言う返事があったので柵を飛び越えてみかん畑に入り、ゆっくり下ってくとオー

ナー夫人らしい人が現れて柵の下の入り口まで誘導して下さった。 

 『みかん食べてく？』『のどが渇いたので 1つだけ』と言う会話があって夫君が

いる作業小屋へ案内し、持ちきれないほどのみかんを差し出されたのを 5～6個だ

け押し頂き、代わりに行動食のクッキーを手渡す。 

 『畑を通るのは迷惑だからと思って向こうの尾根を登ったが、下り道を間違え

て畑の真上に出てしまった』と言うと『畑を通るなら閂を開けて、イノシシが入

らないよう元通りにかけてもらえばいい。向こう側(出口)も同じよ』とのことで、

『明日、もう一度登るつもりなのでお願いします』と無害通行のお許しを頂く。 

『昔はよく登ったよ』と言う夫人によると反射板から先にも道はあるとのこと。 

 出張所に寄って山頂の手前まで行けたことを報告し、山頂標識の有無を聴くと

『三角点標識があり、昔は「長深山」と書いた看板があった』とのことだった。 

12：45に船着き場に戻って終了とする。 

                                続く 
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提案 筑波山・行って帰るだけ～青春18＆つくばエクスプレス 

 1人で‥，家族で‥，気の合った仲間で‥  こんな計画 いかがですか ‼ 

 

日時；2016年X月Y日(Z) ※15年12月10～16年1月10日の間いつでも可。

※但し中央線のダイヤは日によって若干の変更がある場合があり、要注意。 

目的地・コース；筑波山・男体山・女体山 

往路：南大町～つくば 乗車時間；約6時間40分  

5：20集合／南大町5：35 ⇒ 6：26松本6：32 (立川行き)⇒ 10：20豊田 10：

27 ⇒(快速) ⇒ 10：34西国分寺10：47 ⇒(総武線)⇒ 11：41南流山11：51  

⇒ 12：15つくば／昼食 関鉄・南流山～つくば￥830 

シャトルバス；※13：00までの待機時間中に昼食 

つくばセンター13：00 ⇒ 13：50つつじヶ丘駅￥870 

山行(可能)時間 13：40～15：00‥1 時間 20 分しかないので、つつじヶ丘駅

から女体山頂駅までロープウエイで登り、男体山頂まで歩いて、徒歩またはケ

ーブルカーで筑波神社に下る。 

ロープウエイ；14：00 ⇒ 14：06女体山駅￥620 

ケーブルカー；山頂駅13：40／14：00⇒ 14：48／14：08宮脇駅￥580  

復路；つくば～南大町 乗車時間 A；7時間09分／B；7時間27分   

 シャトルバス； 

筑波山神社15：10 ⇒ 15：50つくばセンター￥720 

A；つくば16：00 ⇒ 16：30南流山16：34 ⇒ 17：29西国分寺17：40  

⇒ 17：46立川17：56 ⇒ 21：42松本22：18 ⇒ 23：09南大町／解散 

関鉄・つくば～南流山￥830 

B；つくば16：30 ⇒ 17：00南流山17：07 ⇒ 18：02西国分寺18：13  

⇒ 18：38 高尾 18：45 ⇒ 20：19 甲府 20：40 ⇒ 22：26 松本 23：07  

⇒ 23：57南大町／解散  関鉄・つくば～南流山￥830 

交通費； 

18 切符 2370＋つくばエクスプレス(830✕2)＋シャトルバス(720＋870)＋

ロープウエイ 620＋ケーブルカー580＝￥6820 

つくば山切符を利用すると；3700 円＋18 切符 2370 円＝6070 円 

南流山‐(つくばエクスプレス)‐つくば‐(シャトルバス)筑波神社 or つつ

じヶ丘‐ケーブルカー＆ロープウエイ(乗り降り自由)‐筑波神社 or つつ

じヶ丘‐(シャトルバス)‐つくば‐(つくばエクスプレス)～南流山 

 ※つくば山切符を利用すると 750 円の得    

 

筑波山登山のポイント 

標高 871m の男体山を目指すなら御池ヶ原コース、標高 877m の女体山を

目指すなら白雲橋コース、おたつ石コース。まずはどちらを目指すかを決め

よう。それぞれのコースは繋がっているので、登りと下りのコースを別々に

すれば様々なバリエーションの筑波山めぐりが楽しめる。標高 800m の御幸

ヶ原を通過して男体山頂と女体山頂を行き来することも可。 

筑波山のコース 

1；御幸ヶ原コース 男体山側 距離：約 2.5 ㎞ 標高差 610m 登り 90 分 

下り 70 分  

筑波山神社から男体山頂を目指すルートほぼケーブルカー沿いに登り、登

り下りのケーブルカーが交差する場面や男女川の最上流地点等を見るこ

とができる。標高差があり、比較的険しいコース。 

2；白雲橋コース 女体山側 距離：約 2.8 ㎞ 標高差 610m 登り 110 分 

下り 95 分 

筑波山神社から酒迎場分岐、弁慶田茶屋を経て女体山頂へと向かうルート。

弁慶茶屋まで筑波山の豊かな自然を楽しんだ後は、『弁慶七戻り』『高天

原』『胎内くぐり』等の巨岩・奇岩に驚かれ、筑波山の魅力を満喫できる。 

 

JR 東日本；050‐2016‐1600  つくばエクスプレス；0570‐000‐298      

関東鉄道つくば北営業所；029‐866‐0510 筑波山観光案内所；029‐866‐1616 

※青春 18 切符の購入は 12 月 31 日、利用は 1 月 10 日まで 


