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県連・権現山スノーシューハイクに参加して
2016 年 2 月号 VOL2-NO23 2・20 発行

2016 年・第５０回定期総会の成功を!!
みんなの力で
全員参加の大町労山を造りましょう

冷池からの鹿島槍ヶ岳

大町労山会員の皆さん
1 年って早いですね～。記念すべき第 50 回定期総会まであと 1 ヶ月となりました。
この 1 年も色々ありました。日向山のスノーハイキング、鍬ノ峰と京ヶ倉の一般公
募山行、6 月の針ノ木・蓮華岳登山、夏の 50 周年リレー縦走、秋のキノコ採り山行等、
恒例となってきた行事に加え、今年は針ノ木雪渓での雪上訓練や桑原さん宅での「山
の歌を歌う会」など、多彩な活動を行ってきました。
49 回総会に於いて 50 周年記念として『北アルプスリレー縦走と記念の集いを！』
と力を込めて取り組んだ今年度のメイン行事は、緒についたばかりで次年度に持ち越
されましたが、新たな意気込みを持って達成を目指したいものです。
第 50 回の総会は 3 月 22 日（火）午後 7：00～行います。皆さん、楽しかったこと、
反省と改善すべきこと、時間も限られますがたくさん準備して参加して下さい。
会長 谷口伸二
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報告者；鶴川栄子
1 月 31 日・・・。県連主催のスノーシューに参加して来ました。当日は、8 山岳会
25 人＋1 名（個人参加）で、8 山岳会も参加があったのは初めてとか。遠くは天竜村
からだそうです。お天気は無風快晴にはいまいちでしたが、まあまあのコンディショ
ン。とにかく多勢ですが林道を大町労山が先頭を歩くことに・・・。
スノーシューは先頭が結構大変なんです。圧雪が主なので足を大きく上げて進まな
くてはいけません。まあ、3 人歩けば道が出来ます。後に続く人は楽ちんに歩け、動
物の足跡ウオッチングをしたりしながら賑やかに歩きました。
天気も良かったので、途中から、藪漕ぎをして簗場スキー場の頭に・・・。青木湖
の湖面、鹿島、白馬方面のスキー場の展望を楽しみながら昼食を食べました。快晴な
ら鹿島槍の勇姿が望めたのに残念です。
帰りは林道を周回コースし途中で合流して帰りました。出発場所に近い付近で森の
中を自由に歩きました。これぞ、スノーシューの本領発揮。新雪の中を気ままに自分
だけの足跡を雪原に描いて・・・。美麻にはこうして歩ける所が沢山あります。
個人的にはスキーにシールを貼って歩く方が好きですが、閉ざされた冬の楽しみ方
の一つとして山に登れなかったら、スノーシューや歩くスキーもお勧めですよ。
半日身体を動かし、帰りに中山高原にある美麻珈琲でコーヒーブレーク。私流の楽
しみ方・・・。

ヤナバスキー場最上部付近

碧空に雪の花(イメージ)

総会に規約改正を提案します。
昨年秋以降、例会・役員会で議論してきましたが、以下の改正案を提案します。
なお、規約にはありませんが、従来会費年 12000 円の中に遭対基金１口 1000 円
が含まれていましたが、①会計年度も異なり、②加入口数が個人によって違うこと、
③性格上会の財政とは別であることから、基金会計を切り離すことにします。（当然、
基金会計担当者も会財政担当者と分けます）従って、基金は会費とは別に自らの口
数分を納入してください。
決定は総会になりますが、その上で当日、会費及び基金を集めさせていただきま
す。従って、決定されれば、1 年間の会費は月 800 円×12 月=9600 円と基金口数（一
口 1000 円）を別にご持参下さい。原則としているので、半年分等でも構いません。重
要な変更になるので、予めご検討下さい。（黄色は修正・青は挿入）

大 町 勤 労 者 山 の 会

規

約

改正案

第１条 この会は、大町勤労者山の会（略称：大町労山）と称し、連絡先を小林源一方（℡
0261-22-4622）に置く。 →谷口伸二方
第 2 条 この会は、長野県勤労者山岳連盟に団体加盟し、日本勤労者山岳連盟に加盟す
る。
第 3 条 この会は、楽しく安全な登山の普及と発展に努めることを目的とする。
第 4 条 会員は、会費を納入することにより、集会や山行に参加することができる。
第 5 条 この会の入会金は、1,500 円とする。 →1000 円
第 6 条 会員は、労山遭難対策基金に原則として 2 口以上加入することとする。
第 7 条 この会の会費は、月額 1,000 円とする。但し、会員が 1 世帯で２名以上の場合は２
人目からは半額の 500 円とする。
→800 円
第 8 条 この会の会計年度は、3 月から翌年 2 月までとし、会費納入については、3 か月
ごと、４期とし、3,000 円を 4 月、7 月、10 月、1 月の 4 回で原則として総会時に１年ま
たは半年分（残は 10 月）を納入するものとする。
第9 条 会員は、
事情により休会することができる。
休会者の年会費は1000 円とする。
第 10 条 総会は、この会の最高決議機関で年 1 回（原則として 3 月）開催し、会員の過半数
の出席をもって成立し、出席者の 2/3 の決議より議決される。また、会員の 1/3 の
要請があったときは、臨時総会を開くものとする。
第11条 この会は、
会長1名、副会長1名以上(組織拡大・遭対兼務)、事務局若干名部５名（事
務部２名、財政部1 名、教育部2 名）、機関紙編集部2 名、山行部3 名（遭難対策兼
務）、県連理事１名、女性部 2 名をおき、各部局はそれぞれに長を決めて置き、そ
の運営に努める。
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役員任務
会 長 ： 会全体の運営の統括
副会長 ： 会長の補佐及び組織拡大、遭難対策及び遭対基金
事務局長： 事務局の統括 (事務部長兼務）
事務局 ： 例会、総会、その他の行事などの運営及び「事務局通信」（機関紙担当）の発行
財政部 ： 会費、入会金、その他の出入金費などの会計管理
教育部 ： 会員の技術的指導及び学習会、講習会の企画運営
機関誌・紙編集部 ： 機関誌・紙、その他の出版物の発行及び配布
山行部 ： 各山行に対する安全審査及び指導、リーダー育成、遭難対策、山行企画及
び調整、山行計画書の提出先（下山報告も同じ）とし、緊急連絡先になる。
女性部 ： 会、連盟における女性の立場に立った活動
第１2条 会員は、大町労山規約に則り活動するものとする。
第１3条 会員は、山行に際しては、付則山行規定に従い行動するものとする。
2014 年３月 25 日一部改正
2016 年３月 22 日一部改正（予定）

付則

山行規定

第１条 山行にあたっては、本会規定の登山計画書を山行部に最低 2 週間前に提出し、審
査及び指導を受けた後、山行1 週間前に事務局及び留守本部に提出するものとする。
また、計画の変更にあたっても計画書を再提出し、上記手続きを取るものとし、山行
中止の場合は、留守本部及び事務局へ連絡するものとする。
第２条 山行終了後は、直ちに事務局及び留守本部に報告し、後日報告書を山行部へ提出し、
例会で報告する。
第３条 本会は、会員の冬季及び高山への単独及び無届山行を禁止する。（その時期及び山
行については、各個について山行部が判断するものとする。
第４条 山行への一般(会員外）参加は、山行部の許可するもの以外は禁止とする。①他の
山の会員が同行する場合、本人が所属の会に山行計画書（届）を提出し、所属
会の承認を得た上で、大町労山会山行への参加を認める。②個人山行に、他の
山の会員や個人（無所属）が参加するとき、予め山行部に承認を求め、誘った
会員が責任を持って行動する。その際、個人が山岳保険に加入していることを
前提とする。また、一般参加の事故及びトラブルに関しては、本会はその責任を負
わない (バスハイクは例外とする）。
第５条 山行にあたっては、リーダー及びサブリーダーを決め、その指示に従う。リーダーの
選出にあったっては、山行部と相談のうえパーティ内での適任者を当てる（リーダ
ーは、その山行への審査・指導に絶対の権限を持つものとする）。
第 6 条 山行時の提供車両には、当分の間、走行距離×30 円/㎞を単位

硫黄岳～初めての雪山挑戦

2 月 13 日

報告者；細田郁子 同行者；鈴木 勝野 谷口 横田 古畑(文)
今回、雪の八ヶ岳は初めての挑戦で、これに備え、冬用登山靴、アイゼン、ピ
ッケルを購入しました。すべてが初体験となるので、わくわくというよりもどう
しようと思う気持ちが強く、前日まで、いえ、当日まで不安を抱えての状態でし
た。数日前から、天気、気温予想を調べ、持ち物、服装で悩み、山行に臨みまし
た。
6 時に田淵行男記念館前にて二台の車に分かれて乗り込みました。美濃戸山荘
の駐車場までの道は細く深い轍が出来ていて、また凍っていて車の底を何回も擦
ることになる、悪路でした。
今日の気温はそれほど低くないとはいえ、万全の寒さ対策をして登り始めます。
登山道は、川沿いを除けば雪道で、アイゼンがなくても行くことが出来ました。
風もなく登りには快適でしたが、だんだんと暑くなって、休憩時には一枚調整し
ました。
10 時過ぎ、赤岳鉱泉到着。美しくブルーに染まった氷の壁がお出迎えです。何
人かの方が壁を登っていました。ここからはアイゼン装着。ちょっと緊張します。
ピッケルまで使うところがあるのかとドキドキです。アイゼンの歩行の仕方、登
り方を教えていただきながら慎重に登って行きます。
アイゼンと靴の重みで、いつもより足上げがきつく、斜度の有るところでは思
うように登れません。遅れないようについて行くのが精一杯でした。
稜線に出る前に休憩を取り、風対策に目出し帽、フードをかぶり、オーバー手
袋をはめました。息でサングラスが曇り、前が見難くなり、顔の周りの熱さで息
苦しくなりながら稜線に出ました。途端に強風。あおられながらも前の方の足元
だけを頼りに進みます。後で聞いたのですが、いつもはもっと風が厳しいそうで
す。一面真白い世界。霧もかかっていて頂上が見えません。
12 時半過ぎ、ここが山頂だよとの声。頂上の標識は雪に埋もれていました。よ
うやく到着です。避難小屋は雪で埋まっていて使えないので、風よけを張ろうと
しましたがうまく張ることが出来ません。視界も悪くなってきたので、そのまま
下山することに。強風の中、装備を直そうとあせり、手袋を脱ぎ捨て、風に飛ば
されて、皆さんに迷惑をかけてしました。
急斜面は教えていただいた下り方で、一歩一歩慎重に降りていきます。樹林帯
に入りほっと一息つきました。アイゼンは凄いと言いつつ下って行き、赤岳鉱泉
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でやっと昼食を取りました。美濃戸の駐車場には 16 時着。
初めてばかりの冬の硫黄岳山行でしたが、色々なことを教わり、経験しました。
今回の失敗も含め、次回の山行に生かしたいと思いました。

硫黄岳・アイスキャンデー前

硫黄岳頂上避難小屋前

冬の交流山行 権現山スノーシュー
報告者；細田郁子

1 月 31 日

同行者；鈴木 津田 鶴川夫妻、古畑(文) 塩原

AM9 時 新行公民館集合 道路の雪を心配して早めに到着。公民館前には、す
でに各労山の方々が集合し始めていました。鈴木さんから、スノーシューをお借
りして、出発地点へ。スノーシューのつけが分からず、あたふたしていましたが、
無事に装着完了。
9 時半出発。道には、新雪が積もっています。鶴川さん先頭で、少しずつ踏み
ながらの登りです。
先頭は、一人ずつ交代していきます。後ろに付いていると分かりませんが、少
し重い雪なので、先頭近くは結構疲れます。汗も出てきます。それでも、踏み跡
がない所を行くのは、気持ちが良いです。
途中休憩、手作りの干し柿などいただきながら、他労山の方とも交流。
権現山山頂には向かわず、林を抜けると、一度に視界が広がって、やなばスキ
ー場の上に出ました。曇っていて、北アルプスは見えませんでしたが、眼下に広
がる真っ白な世界‥、登って来た甲斐がありました。
昼食後、別ルートで下山。途中から、踏み跡のない所を、皆それぞれに下って、
新雪のスノーシューを満喫しました。
楽しんで登れる、スノーシュー。冬の新たな楽しみ方を経験しました。
★事務局より 塩原琴子さん(塩尻市洗馬)入会されました。現会員数は 30 名。

我が思い出の山々

続・甲武信ヶ岳

～ツッチーの引き出し・1960 年代から

1963 年 7 月 26 日～28 日 参加者 15 名
第 2 日目～7 月 27 日・続き 天候：晴のち夕立
比較的見通しもあり、下も岩が多いうちはよかったのですが、沢から遠ざかり、樹
林帯に入りこむと見通しはまったく利かないし、足元は苔が密生して足を下ろすとそ
の苔の下は針葉樹の根っこが絡まった空洞になっており、ズボッと苔を踏み抜き、根
っこに乗って足を踏み出すとまた苔を踏み抜くの繰り返しで、ドンドンと体力を消耗
して行きます。おまけに夕立が降ってきましたが、傘もカッパもなくて濡れるがまま
です。現在地は分かりませんが、所々にガムや飴の包装紙が落ちており、
『誰か通った
人がいる～』と元気づけられます。一層見通しがなくなり，みな声もなく歩きがたい
針葉樹林帯を登って行きましたが、それは『尾根にさえ出られれば必ず道がある』と
思ったからです。
夕立も上がる頃、必死の思いで尾根に飛び出してちょっと左へ行くと、木賊山らし
き山頂に着き、やっと現在地が確認できる指導票にぶつかりました。
それから 30 分ほどで立派な甲武信小屋に辿りつきました。小屋は 2 棟あって古い
東側の 1 棟を借り切ってストーブを焚き、着ていたものを乾かしていたら小屋の親父
さんが来て『夕立だって言うのにあんな所を歩いていると遭難するぞ』と叱られまし
た。乾いたシャツになり、日本酒をちょっと飲んだらもう元気になり、
『明日は早起き
して頂上でご来光を見よう』と言うことになりました。
タイム；4：00 起床・幕営地 7：00－9：00 魚止め滝 10：00－11：00 伏流
－12：00 昼食 13：00－1：00 滝－17：00 木賊山－17：30 甲武信小屋
第 3 日目～7 月 28 日 天候：晴のち夕立
ご来光を見るために 3 時半に起きだし、まだ暗い中を競争しながら甲武信岳に着きまし
た。頂上は少し明るくなり始めて、もうすぐ日の出のようです。山の端から太陽がグング
ン昇り始めます。身体の中に力が注入されるような気がします。いくら夏とは言え、2500
ｍの山頂では半袖シャツとワイシャツ、セーターの 3 枚では震えるほどの寒さです。
北西に生えている針葉樹にはサルオガセが絡み、それ以外は大きく展望が開けています。
富士山の外はどの山だか分かりませんが、家や鉄塔、道路と言った人工の物はまったく見
えず、今まで登った山とは違って『深山』に踏み込んだ感じがしました。
小屋に戻って朝食を摂り出発です。昨日歩いて来た道を登り返し、小屋の親父さんに教
わった通り、木賊山の北面を巻いて行きます。昨日と違ってゆとりある歩きで針葉樹林を
抜け、木賊山の東に出ると笹平の避難小屋に出ました。明るい陽射しに溢れ、落ち着いた
よい場所ですが、水場は無いようです。
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ここから岩まじりになり、太陽にあぶられての登りは昨日の疲れも加わり、グッとペー
スが落ちます。足元から下の方は雲海が広がり、上は太陽がきらめいて景色はいいのです
が、見ている余裕がありません。
西破風山に登りつくと、後は比較的緩やかな道を東破風山、雁坂嶺と越えて雁坂峠へと
降り立ち、人(ひと)気のある雁坂小屋に着きました。
峠はガスって遠くまでは見えませんでしたが、秩父側は深い針葉樹鱗帯で、甲州側には
高山植物が広がっています。花ばかり広がっているのかと思っていたのですが、葉っぱば
かりが目立ち、花は小さく隠れて咲いていました。
薄暗い秩父側に下って途中で昼にしました。単調なダラダラした坂で疲れます。やっと
突出峠に着くと、今日初めての登山者 2 人に会いました。20 代半ばの男性で、下から来た
ので今日は雁坂小屋泊まりなのでしょうか‥。
夕方になるとまた雨が降ってきました。昨日と違ってしっかりした道を歩いているので、
不安はありません。雨が止む頃、橋を渡るとやっと林道に出ました。深谷先生が『バス停
まで後 2 時間くらいかかる』と言うのを聴いてガッカリし、鳴いているヒグラシのカナカ
ナと言う声まで寂しく聞こえます。
栃本部落へ歩いて行くとトラックが走ってきます。深谷先生がトラックを止めて何やら
話していましたが、『サア皆乗って』と言うので荷台に乗り、二瀬のダムサイトのバス停
まで送ってもらいました。500 円で決まったそうです。
バスは停まっていました。早速乗り込みましたが、『夕立があったから 1 時間遅らせた』
とバスの運転手さんが言いました。何とこのバスが最終バスとのこと。遅れたらどうなっ
ていたのでしょうか‥。
9 時半に与野駅に着いたのですが、駅から歩いて O 宅に寄ったりしたため、遅い帰宅と
なりました。
タイム；3：30 甲武信岳往復・甲武信小屋 8：00－11：00 雁坂小屋－13：45 昼食

－15：45 川又－16：45 二瀬－23：00 帰宅

甲武信小屋

雁坂峠から雁坂礼を振り返る

子ども達と歩いたしまなみ海道

冒険学校主宰 森田義彦

2014 年 3 月 22 日(土)
10 年目の春休み各駅停車瀬戸の旅は、尾道からしまなみ海道を 2 日間かけて歩
き、松山へ移動してフェリーで柳井港，柳井港から平郡島へ渡ることとなった。
参加する子ども達は、小学 3 年男児 1，4 年男児 1，女児 2，5 年男児 1，中学 2
年生 1 の 6 名。一行は 21 日の早朝大町・松本を発って 9 つの電車を乗り継ぎ、18
時前に尾道着。尾道市内のゲストハウスに泊まってこの日の海道歩きを迎えた。
因島大橋と休憩所

フェリー船着き場(向島)にて

サイクルロード

海が好き

6 時前起床、6：45 出発。コンビニで朝食と弁当を買い、向島に渡るフェリー発
着場の防波堤で朝食。子ども達はすぐに食べ終ってさっそく海岸線まで降り、あ
ちこちを探索し始める。信州の子ども達は海が珍しくて大好き。
対岸の向島に渡る渡船は朝ドラの『鉄板』にも登場したもので、随時行ったり
来たりしており、尾道市民にとっては無くてはならない大事な足になっている。
船賃はおとな 100 円、子ども 50 円、車は運転手込で 130 円と言う安さがいい。
7：30 頃フェリーに乗り込んで向島へ渡る。船は 4 分ほどで着き、料金を払っ
て下船。改めて集合写真を撮ってから歩き始める。
しまなみ海道への道は路面に青い線が描かれ、それに従って商店街の道を進み、
国道 317 号に突き当たって右折すると、途端に自転車が目に飛び込んで来る。向
島は自転車の島なのである。大半はスピード優先の自転車だが、中にはママチャ
リ一家の子連れグループもあり、様々なスタイルで楽しんでいるようだ。
8：10 に富浜と言う信号を直進して岩子島と言う小さな島と対面する海岸線に
向かう。サイクルロードもその道を通っており、途中にはトイレを完備した休憩
所がある等、島を上げてサイクリストを歓迎していることが感じられる。
9：00 に海岸線に出ると、前方の岩子島に渡る赤い橋に重なって銀色の因島大
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向島のルート(左の赤い線)

橋が見えて来る。子ども達はすぐに浜辺に降りて遊び始めた。前日は一日中電車
の中で窮屈な思いをしてきたので、ここはしっかり解放して気のすむまで遊ばせ
ながらゆっくり進む。
10：05 因島大橋の全体が見える休憩所に到達し、遥か後方の海辺で遊んでい
る子ども達が来るのを待つ。10：38 に大橋の下を通過。その先には歩行者用の
階段があって地上 50ｍの橋面まで一気に昇ることができるようになっている。
伴走の Y 女史が高速道路に上がって前方にある大浜 PA に車を停め、橋を渡って
こちら側で待ってくれており、10：50 から子ども等と一緒に歩いてくれた。
初めて歩くしまなみ海道最初の橋の上は、風が強くて寒いかと思ったが、朝か
ら雲 1 つないピーカンで汗ばむほどの陽気となり気持ちがよい。

因島大橋を渡る

因島大橋

因島と岩小島(赤い橋)方面

橋の上は歩道と自転車道が分離されていて歩きやすく、眼下の美しい砂浜を見
ながら 20 分ほど歩いて因島に到達する。サイクルロードとは別の歩道があり、
11：20 に PA の一画の公園に着き休憩する。たっぷり時間をとりしっかり遊ばせ
て、11：54 からサイクルロードを下り県道に向かう。

お疲れモード
尾道－向島－因島－生口島－大三島多々羅ＣＰ場

見上げる生口橋

メリハリのない単調な道には休むに適したところもなく、路傍で休憩する等し
て 17：26 南 IC 入り口付近を通過。子ども達には疲労の色が見え始めたが、海岸
に下りたり、疲れた子どもを肩車したりして変化を持たせながら頑張り、17：50
にようやく多々羅大橋の塔が見える位置に到達する。
伴走の Y 女史には多々羅 CP 場の受付けのために先に大三島に渡ってもらう。
17：54 にその女史が道を教わったと言うみかん農家に着き、詳しく道を聴く。
その道は直接大橋の歩道に入ることのできる道で、今まさに橋の向こうに沈も
うとしている夕陽を追いかけるようにして橋の入り口へ急ぎ、大橋とその向こう
の島だけが見える位置で美しい夕陽を心行くまで眺める。

生口島から来し方を振り返る
美しい落日を心ゆくまで眺める

狭い上に自転車と同じ面を歩かなければならないが、建造物としての橋の美し
さを堪能し、生口島の街や造船所を見下ろしながら歩いて 14：52，料金所を通過。
サイクルロードを通って大きく迂回しながら下り、15：07 に R317 に突き当たる。
この先は生口島の南側の海岸を廻るので北 IC 入り口で伴走車と落ち合い、10
分休んで 15：20 頃出発。ここから多々羅大橋までの道のりは長く、しかもトイレ
や休憩所などの施設はおろか、自販機さえろくにないような道を延々と歩くこと
となる。
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みかん畑で道を教わる

因島を横断～高速道路越しに生口橋を見る

再び R317 に戻り島の東海岸線に出ると子ども等はすぐに水際に下りて遊び始
める。12：36，大浜町から海岸を離れて島の内陸部に入り、13 時頃，中ノ庄と言
う町のスーパーで食料や飲み物を補給する。
13：26 発。そこから因島を横断する道に入り、高速道路からは大きく外れて山
の中を黙々と 40 分近く歩き、14 時過ぎに再び高速道路を見る地点に到達。その
先に次の生口橋の塔が見えているのに勇気づけられる。
14：10 頃高速道路下で 10 分ほど休み、生口橋に向かう。Y 女史が歩道の入り口
を調べてくれて大いに助かる。同：29，橋の塔を真上に見上げる位置から小道を
左折して坂を登り、高速道路の下を潜って左折すると生口橋の歩道に導かれる。

生口橋を渡る

路傍で休憩

日没後

18：17，日没後の橋をバックに写真を撮り、橋を渡って愛媛県入り。渡り終え
てすっかり暗くなったサイクルロードをうねうねと下り、時に階段を下る等して、
19：04，多々羅 CP 場のコテージに着き、1 日目の行程を終える。
コテージは 8 人が泊まるには充分な広さで，すぐに荷を置いて付近のコンビニ
に夕食と翌日の朝食を買いに行き、食事と会計整理をして早々に休ませる。 続
★しまなみ海道ウォーク or サイクルツアー 希望者あれば企画します。

今ひも解く 50 年のあゆみ～1 ランダムに辿る大町労山の沿革
『ごんぞ』16 号(1997 年 3 月)に見る活動の歴史
≪ごんぞ≫16 号発行について
今年は大町労山 10 周年で 4 月の総会も活気があり、記念行事として北アルプ
ス全山縦走が全員一致で決定された。
南は西穂高から、中央は槍ケ岳とし、北は朝日岳から、前は燕岳－蝶ヶ岳を
8 コースに分けた素晴らしい計画書が白石さんの手でつくられた。
勝野芳ちゃん、源ちゃんは一番ハリキッテ、途中サポートしてもらって全山
完走するとハリキッた。

山行記録

白馬岳～雪倉岳～朝日岳

1997 年 8 月 7 日～8 日

勝野秀次郎

CL；勝野秀次郎 SL；本山・千国

朝起きると土砂降りの雨のため出発を遅らせて、雨の晴れるのを待って 6 時
にスタート。雨は次第に弱くなり、猿倉に着く頃には、殆ど晴れあがる。
準備体操、朝食を済ませ、快調なスタートを切る。大雪渓を終わる頃から私
はバテバテ。お花畑から山荘までの登りは、CL としての責任と、男の意地と気
力で登った感じ。この時が 9 年余の山行で一番えらかったように思う。
山荘で昼食を済ませ、少し休むと元気が出てきた。午後からは体調もよく、
時々晴れ間の出る中を（風はあったけど）今宵の宿へと急ぐ。やがて雪倉避難

第 1 回以降、6 月 12 日、猿倉－方尾根が雨のため大雪渓までで中止になり、

小屋が見えてきた。小屋に着くと、他の登山者から『ここはテント禁止になっ

続いて 7 月、8 月の悪天候で、7 月は針ノ木－種池のビバーク山行 1 件のみ、8

ている』と聞く。あわてて中に入りパトロールの人と交渉したが結局駄目。挙

月は白馬－朝日岳、9 月は槍・穂高と後立山、10 月に裏銀コース、10 月に計画

句の果てに 3 時間もかかりそうな朝日までのコースを『男の足なら 2 時間で行

された船窪コースは中止して 11 月に決行となかったが、11 月 20 日、1ｍ以上

けるから』とまで言われた。大変頭に来たけどここでガックリしても始まらな

の初雪に見舞われ、雪の針ノ木岳登頂となった。燕岳－蝶ヶ岳は単独行となる

い。メンバーの体調を把握して朝日へと向かう。しかし 2 時間歩いたところで

ため中止になってしまった。

小桜ヶ原。もう 12 時間も歩いているし、これ以上は無理との判断をし、コース

8 コース中 6 コース、75％、会員 21 名中、実働 11 名 52％。本山 3 回、勝野(秀)2
回、小松原(満)、勝野(芳)、北條、白石、宮田、町田、小山、松下は各 1 回づつ
と言う淋しい結果であった。
10 周年行事以外では、西村、小山 2 人の北鎌尾根－槍ケ岳、2 月の八ヶ岳、6
月の表銀座を西村、町田、松下の山行、藤井さんを囲んでの岩登り講習会、盗

のすぐ横に設営する。
ザックを開けてみると火器が 3 台も出て来るやら、ペグは 1 本もないやらで
とんだ宿になりそうだったが、意外にやすらかに眠りに就くことができた。
翌朝 5 時過ぎに起床し、チリ一つ残さず撤収して 6 時スタート。昨日のパト
ロールの人の言葉を思い出し、文句を言いながら朝日岳へ向かう。

岩の岩場開発、明里山登山等、会として目覚ましい山行がなされたが、会山行

山頂に着くと数多くの登山者がカメラを持ってあちこちの山を撮りまくって

にするとかしないとかの問題があり、山行記録を取れずに終わってしまった。

いた。その中に、大阪から来たと言う女性 2 人パーティーがいた。2 人ともと

機関紙部の職務怠慢で、2 ヶ月に 1 回発行の予定が、3 月の終わりになって、
最初にして最後の(不読)号の発行となってしまったこと、深くお詫びします。
記録はともかくとして、10 周年記念山行と記念パーティーが盛大に終わった

ても美人でつい話しかけてしまう。相手も気軽に応対してくれ大変気をよくす
る。それからと言うもの俄然元気が出る。しかし我々はまだ朝食前である。朝
日山頂より 50ｍくらい下で食事の用意をしていると彼女達が『お先に～』と

ことを喜びたいと思います。

声をかけて行く。我々も食事を済ませて後を追って‥， 秀さんファイト‼

※この記事は不完全で未完成です。完成のため、資料提供等にご協力下さい。

※以下は略します。後はご本人に話してもらいましょうか‥。
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編集部

ご協力に感謝致します‼

機関紙担当 2 年目

をしました。あれこれの要請に応えて頂いたみなさまに感謝デス。
過日、大町労山 50 年の歴史を張り起こすべく、小林副会長を囲んで、大町労山
発足当時の経緯や山行活動などを語って頂く場を持ちました。沢山の写真や印刷
物を目にし、また旺盛で活発な活動の様子を聴いて、大町労山 50 年の輝かしい歴
史の一端に触れ、驚かされました。この聞き取りを早速生かして『今ひも解く 50
年のあゆみ～ランダムに辿る大町労山の沿革』の新シリーズを始めます。
古くを知る会員のみなさまにはもっともっと語ってもらいたいと思います。発
足に関わった会員諸氏を始め、すべての会員のみなさんに登場して頂いて、50 周
年にふさわしい沿革のヒストリアをつくり上げたいと思っています。
引き続き、みなさんのご協力をお願いするものです。
機関紙担当 森田

機関紙担当 2 年目の 15 年度は、11 月号の月内発行ができず、12 月号との合併
号として年末に発行すると言う事実上の欠刊に陥り、大前提とも言うべき月 1 回
の発行が途切れてしまいました。会員のみなさんの期待を裏切ることになりまし
たことを深くお詫び致します。
毎月発行の目標が果たせず、
またページ数も前年度の 66P から 54P へと減少し
ているにも関わらず、今年度は 21 名もの方々から合わせて 49 本の投稿を頂きま
した。これは 12 名・34 本の投稿を頂いた前年度を大きく上まわっており、内容
も 34 本の山行・行事報告をはじめ、登山用具情報 2、登山に関わる考察やインシデン
ト報告・主張 4、会運営上の提言 2、旅・ウォーキングの記録 2、会員の動静 3、読み物 3、
等と多岐にわたっており、大きな前進ではないかと考えます。

ひとえに皆様のご協力の賜ものと感謝し、御礼申し上げます。
原稿の依頼が会員のみなさんの負担にならないように気を遣ったつもりですが、
今年度は自発的・積極的に記録や報告を寄せて頂いたものが多かったように思い
ます。一方でせっかく原稿を頂きながら充分生かせず、未だ未掲載の記録・報告
があることをお詫びいたします。
今年度は、文章として寄せられた原稿だけでなく、メモと写真で記録を再構成
したり、山行の直後に電話での聴きとりやメールで『ひとくち感想』を語っても
らう、或は予め山行計画の段階から記録係りを決めて、保存すべきデーターとし
て記録してもらう等の取り組みをしたり、初めての試みとして『機関紙(編集)会
議』なる会を行い、そこで出された意見や要望に応える記事を掲載する等の工夫
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2016 年

年次総会・開催間近

3 月 22 日(火)７時

50 周年記念事業・リレー縦走を引き継いで成功させましょう‼
～都合で出席できない会員は、必ず会長に連絡してください

事務局連絡
★3 月 5 日(土)に雪上訓練を予定しています。詳細は 2/23(火)例会にて
★3 月の山行希望を出して下さい。候補としては根子岳・四阿山、守門岳
または谷川岳、鍋倉山スノーシュー，４月に新潟の角田山・弥彦山 etc
★しまなみ海道ウォーク or サイクルツアー 希望者ありませんか‼

ごんぞ～全員投稿へあと 1 歩‥お急ぎください

