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祝‼ 第 50 回定期総会

活動方針・規約改正案・新役員体制を確立‼

3 月 22 日、2015 年度定例総会が行われ、全会員の 3 分の 2 を越える 21 名の

1；ふるさとの山を愛し その自然を守ろう
2；働く人達の登山思考を高め 安全な登山を普及させ 優れた指導者を育てよ
う
3；多くの仲間と交流し 働く人達の登山活動の輪を広め 『白馬・五竜・鹿島
槍の地元に大町労山あり』と言う気概を持って 仲間を増やし 大町労山を
大きく発展させよう

出席のもと、2015 年度の活動の総まとめに基づく新年度の活動方針と会費の値下
げを含む規約改正、新役員体制と総会スローガンを採択して閉会しました。

力を合わせ 50 周年記念事業の成功を‼
大町労山会長 谷 口 伸 二

2016 年度の主な活動
☆ 35 名の会員をめざし、
『登山教室』や『大町労山を知る会』を行う。
☆ 北アルプスリレー縦走や、50 周年記念の集い等、記念事業を行う
☆ 月 1 回以上の会山行、
女性会員の交流山行を含む長期的計画づくりを進める。
☆ 引き続き募集山行に取り組むと共に、入会希望者を対象とした山行を行う。
☆ 例会の活性化を図ると共に『山の歌を歌う会』等を行い、会員の交流を図る。
☆ 機関紙の継続発行と機関誌(ごんぞ)の年内発行，HP の改善をめざす。
☆ 『登山教室』と連携し、岩トレ・雪上訓練等の教育訓練を進める。

第 1 回例会内容主な報告 4 月 12 日(火) 19：00‐21：00 出席者 11 名

‼

２、 登山教室～雪上訓練・5 月 8 日(日)
針ノ木雪渓で

記念となる第 50 回定期総会は 3 月 22 日、成功裡に終了しました。
この一年間、多くの会山行や個人山行、恒例となった春と秋の公募山行や初めて開
いた「山の歌を歌う会」が無事に、そして楽しく行われた報告や、財政と会の運営を
改善するための規約と山行規定の改正案を採択し、50 周年記念行事を成功させるこ
とを全員で確認しました。
2016 年度，50 周年の記念事業や新たに始める登山教室、充実してきた機関紙誌を
継続させていくためには、役員と会員の区別なく全員で取り組まなければなりません。
「安全で楽しい山行」と「明るく・楽しい山仲間」を増やすために全員で頑張りまし
ょう。

6 月：唐松岳縦走，7 月：岩登り入門も

今年度の主要な活動の 1 つである登山教室の概要が決まり、5 月 8 日，針ノ
木雪渓に於いて、第 1 回の雪上訓練を行うことになりました。雪上訓練参加者
は 6 月 5 日の針ノ木・蓮華岳登山に参加することができます。
登山教室の対象者は、岩登りや冬山を志向する人、ロープワークを覚えたい
人等、仲間と共に幕営・縦走する力をつけたい人等、登山のステップアップを
願う人で、松本市～小谷村間に在住する 45 才くらいまでの健康な男女。募集人
員は 5 名以内とします。
なお、会員もこの登山学校をスキルアップの絶好の機会と捉え、積極的に参
加することが求められます。

２、鍬ノ峰募集登山 5 月 14 日(土)
大町市・コングランド 7：30 集合
恒例の鍬ノ峰募集登山です。今年もみんなの力で盛り上げましょう‼

栄子さんの

山旅・ア・ラ・カ・ル・ト

角田山に集う

一挙４弾

4 月 3 日(日)

同行者 谷口、小山２、尾形、古畑文、桑原、細田

３、大町労山の 50 年を語る集い 5 月 14 日 16：00
『ごんぞ』50 周年特集に向けて、写真や文書等の資料を持ち寄り、50 年の
あゆみを語り合いましょう。創立当時を知る方々にも呼び掛けて‼

４、小日向山 4 月 29 日・会山行
道の駅松川；6：00／小松原さん宅；6：30 集合
猿倉 P ；7：40 集合

５、里山を歩く 陸郷トレッキング
4 月 23 日(土)
芽吹き始めた身近な里山に行きませんか!?
●コース ；池田町 東山山麓トレキッング
クラフト🅿→継子おとし→天崎→豊盛→とはり
橋→八代峠→クラフト🅿
低山ですが、歩行距離長くアップダウンの多いコースです。
●集合 池田町クラフトパーク 8：30

６、50 周年記念・北アルプスリレー縦走は 7 月から
第 3 行程～五竜・鹿島槍・爺ヶ岳縦走 2 泊 3 日

４月から、例会の時間帯が変わります
従来の 19：30 の開始時刻を 30 分繰り上げて 19：00 開始とし、21：00 には
終わるようにします。今後は出席者が来るのを待つのではなく、時刻が来たら
始めると言うけじめのある会運営になります。
なお、現行の第 2・第 4 火曜日を第 1．第 3 火曜日に変更してはどうかと言
う提案があり、これについては現在検討中です。

私は新潟県の生まれだが、まだ角田山には行ったことがなかった。下越方面にはな
かなか縁がなく、いつか行きたいと思っていたので期待の山行でした。
当日は、松川道の駅を 5 時 30 分に出発する。巻東インターまでなんと長いこと。
車は海水浴場にとめた。したがって登山口は海岸線から登る。背中に海が広がってい
る。すごく贅沢な登山が始まった。急な斜面の登山道脇で、楽しみにしていた雪割草
とご対面。皆の歓声が広がる。大海原の波の音に負けないくらい、感動のシーン。
雪割草、イカリ草、キグサキイチリン草そしてカタクリが咲き乱れる・・・，遠い
昔、私の実家の田んぼの土手や周囲にはショウジョウバカマ、イカリ草、カタクリ，
シラネアオイが身近に咲いていた。それが高山植物で貴重な植物とは山に登るまで全
く知らなかった。
途中の休憩も忘れて花の魔力の虜になっていた。気が付くとなんかお腹すく・・・。
尾形さんの山形産ズンダのお菓子にほっこり。さあ、もう少し頑張るぞ。
2 時間余りで山頂に着いたが登山者でごった返していた。でも広い山頂ではさほど
苦にならず、なごやかに昼食を食べた。
下山は灯台ルートを下る。
こちらも急登な登山道であるが今度は海に向かって下る。
佐渡ヶ島がすぐ近くに見える。行きたいね‼ 5 月行けるといいね‼ なんて話ながら
下ると灯台があった。その横を通ってさらに下ると海に・・・。そう海抜ゼロ・・・。
波打ち際にタッチ・・・。信州の山とは一味も二味も異なった山歩きが楽しめた。
いいんじゃねえ角田山、また再び花の感動を味わいに訪れるとしよう。
帰りは越後七浦シーサイドラインから寺泊で買い物して帰ってきた。

女 3 人・18 切符で高尾山

4 月 1 日(金)

４月に入り、時間に余裕が出来たのであちこち山旅に出かけた。1 日(金)は、念
願の青春 18 切符を初めて自分で買って高尾山に行って来た。中央線沿線は、丁度
桜が満開で車窓の風景に見とれ‥‥つつも、女 3 人は口が止まらず、4 時間 30 分
はあっという間に過ぎた。
高尾駅からケーブルに乗る。足弱な連れのため‥。そこから山頂を目指して歩
き始める。思い起こせば‥‥、私が高尾山に来たのは随分前の事。全国連盟の集
会が秩父市で開催されて、長野県連のメンバーと参加した時に高尾山のコースが
設定されていた。確か、クライマー山野井泰史の奥さん，妙子さんと一緒に登っ
た記憶がある懐かしい場所。山頂では生憎絶景は眺めることは出来なかったが、
おそばを食べ、ケーブルに乗らず 2 号路を下まで降りる。余った時間を潰すのに
困ったが、次回はしっかりとした計画をたてよう。皆また秋に来たいと言うのだ。
また、鈍行電車にたっぷり乗って大糸線北細野駅に 21 時に着いた

高尾山薬王院

南木曽から妻籠へ

妻籠宿

金時山の金時さん

４月６日(水)

北細野 6 時 50 分の電車に乗る。松本で中津川行きに乗り換える。私もいい加
減なものだ・・。Iphone に切り替えたが、今一使いこなせず乗り換え案内操作不
案内。PC は環境整わず・・・。最新機器は取り備えているがこのありさまで友
達の旦那さんに行程の時刻を調べてもらった。
車中でおもしろいマニアに出会った。貯金をしてそこの〒局のスタンプを押し
てもらうのだとか。今回は木曽方面の局のスタンプを集めに行くそうで、ついで
にその通帳とやらを見せてもらった。いろんなことしているマニアがいるもんで
すね。その兄ちゃんについでに帰りの地域バスの時刻を調べてもらったが、いと
も簡単に調べてくれた。おばさんとは大違い。同じスマホ使っているのにね・・・
(笑）‼・・。 南木曽には 10 時過ぎに着いた。駅からハイクなので楽ちん。標

識もしっかりしています。妻籠まで 3.5 キロ、のんびりのんびりと歩く。ここも
桜満開、庭先のお花を眺めたり、おしゃべりにも花咲かせ、木曽路の旅もお天気
に恵まれて妻籠へと歩みを進める。外国人が多い。片言の英語でどこからきたか、
聞いてみるとシンガポール、イギリス、オーストラリア、ハワイ国際色豊か、極
め付きは宿の通りは中国人であふれていた。時代情緒も吹っ飛んでしまっている。
ここでも足弱おばさんと一緒なので馬篭まで足を延ばせず、時間が余ってしま
ったが、中山道の街道歩きを満喫の同行者の表情に、ガイドとしての自分の役割
りに私も満足の 1 日でした。

箱根 浅間山(802ｍ)・金時山(1213ｍ)

4 月 9 日(土)・10 日(日)

最近、新潟時代の同級生との交流がある。学校を卒業して関東方面で暮らして
いる。皆第一線で活躍した時代を過ぎ、漸く自分の時間を過ごせるようになりゆ
とりもでてきた。そんな仲間から、メールが届いた。箱根ハイキングのお誘いだ。
そりゃ、行くしかないね。計画は中学時代の生徒会長が立ててくれているらしい。
こんなに時間は経過してもいつもまとめ役。感謝、感謝。
詳細は行くまで知らなかった。私は好奇心いっぱいで今回バスで上京。理由は
新宿のバスターミナルが新しくなったので見たかったから。だけど行きはいつも
と変わらず。前日、姉の家に泊まり、9 日に東京駅に集合、東海道線で小田原に
向かう。藤沢市に住んでいる生徒会長君と合流。そこで今回の計画書を渡された。
詳細に注目‼ 今日は浅間山に登る⁉ メールくれた同級生は『浅間神社でお花
見だ』って言っていたのに・・・?? 本人も御朱印長を持参していた。
（笑）
お山に登るべく箱根湯本まで移動。
地図では 802m でも歩行時間は意外と長い。
山に登るとは思わず、綿素材の服、おやつ、食料あまりなし。まあしょうがない
な・・・。10 時 20 分発。ここでも足弱な同級生がいてゆっくり、のんびり、エ
イザンスミレやボケの花や満開が過ぎた桜の下を歩き、見れると期待した相模湾
は雲に隠れて残念。802ｍの山頂には 13 時 30 分に着いた。尾根歩きが意外と時
間がかかったような気がする。下山は急で杉の木の根っこで歩きずらかったが 1
時間ほどで下る。下ったところに千条の滝があった。可愛らしい小さな滝でした。
翌日は金時山に登る・・・。宿から、バス停まで歩き、強羅は坂が多い。下ま
で下ればバス停だから歩くという。もうそこから登山道が始まっているようなも
の。45 分かかってバス停についた。仙石で降りる。金時山の登り口の看板がある
にもかかわらず、そこからではなく公時神社からお参りして登るとのこと。
そこでアクシデント。なかまの一人の靴の底が取れてしまったのです。前日も
少しはがれかかっていたのでアロンアルファで応急処置をして置いたのだが、今

度は違う方が剥がれてしまったのです。前日のアロンで処置してテーピングでま
いてなんとか履いて歩けそう。お詣りして歩き出すが石ころが多い登山道でゆっ
くり、のんびり、なので皆に追い越されてしまうも 1：15 の行程時間を 2 時間か
けて山頂に着いた。だが、期待の絶景は望めず、富士山どこ? と探してしまった。
そして、人気??と噂の金時ばあさんに会って来た。おさげ髪に可愛らしくもあっ
たが、分け目は白髪いっぱい…(笑) すごい‼ しっかりチェックしてるね。90 歳
くらいとか・・・。帰りは乙女峠コースで下ってきたが芦ノ湖は大涌谷の眺め最
高・・・。下山後はまたもやバス停までかなり歩き、小田原まで渋滞に巻き込ま
れ、1：30 もかかって帰ってきた。
短期間に出歩き症候群のようにお出かけの日々であったが、行動を起こす時間
は勇気をもって家庭捨ててしまっている。今度は家事・・・頑張りまーす。
（でき
るかな）
。

能生の花舞台

森田 義彦

放棄田のイチゲ 海の傍のニリンソウ
鉾ヶ岳を望む春浅い山里に 山仲間の別荘を訪ね、春の野山を散策。 懐かしい者たちとの
邂逅を楽しむ
耕作放棄された田んぼが群生地になって、乱れ咲くキクザキイチゲとカタクリ‥。田んぼの
中には セリ タネツケバナ。あぜ道をひと回りすると ツリガネニンジン ツクシ。土手にはワ
ラビ フキノトウ。西の庭にはぶっといタラの芽と足元にコゴミ。山肌にはウド‥
天ぷら、おひたし 炒め物 なんでもござれの絶好地である。
林の中の無数のニョキニョキはアマドコロかユキザサか‥!? 訝りながら半量を天ぷら、残り
をゆでてマヨネーズ和え。独特の甘さの中にユキザサにはない微かな苦み。構わず食す。
野の恵みの後は 満天の星の下，爆ぜる火の粉に黙考しつつ眠りこみ、ブルッと震えて目
覚めると、南天に立ち上がるさそり座。天頂には賑やかな銀河。

海の傍にニリンソウ群落

大沢岳は権現岳の地元名

花糸まで黄色いユキツバキ

標高僅か 87m。ヒメハルゼミ生息北限として知られる尾山は、白山神社の境内に当たるおか
げで生態系が守られていると言う。
春が来ると、その小山をこよなく愛する人達が湧いて来て、チャルメルソウやネコノメソウの
湿地を覗き、なだらかとは言えない斜面の細道をジグザグに辿って、西峰と東峰の鞍部に向
かう。お目当ては、鞍部の手前から 西峰に繋がるゆるやかな斜面一帯をびっしりと覆い尽く
すニリンソウの群落。今年も ドンピシャのタイミングだった
微かな踏み跡を辿っての西峰に立てば、木の間越しの眼下に漁港が見え、国道を走る車の
音に交じって海洋高校カッター部の、オールを漕ぐ掛け声が聞こえる。

カタクリの絨緞・一輪のユキツバキ～神道山
海岸線から能生川に沿って遡ること 3ｋｍあまり。屈曲した山道をさらに 3ｋｍ走って神道山公
園に至る。
一帯はカタクリの群生地で、無数の花がこともなげに咲いてそこかしこを埋めていた。
山頂まで『1088 段』と書かれた石段を登って神道山をめざす。石段は 108 段づつに区切られ
ていて、それぞれの踊り場には一の越 二の越‥‥の標識とあずまや風の休憩所がある。
最後に 8 段だけの石段を登り切ると 標高402.5ｍの神道山。そこは足の踏み場もないカタク
リの絨緞だった
南方，眼前の江星山(516.9ｍ)～烏帽子に非ず～にほぼ重なって、荒々しい鉾ヶ岳(1316ｍ)
を望む。『次はあの山ですネ‥』と友が言う。
神道山からの帰り道。林道脇で緋色の花弁鮮やかなユキツバキに逢い、心ときめく。
日本海からほんの数㎞。能生にはそんな不思議が転がっていた。

放棄田のキクザキイチゲ

鉾ヶ岳

同 カタクリ

今ひも解く50年のあゆみ～2 ランダムに辿る大町労山の沿革

青春真っただ中の利尻山

1985 年創立 20 周年記念登山

7 日はザイル使用の登攀。頂上の祠に賽銭をあげ、霧の中、下の見えない一面
の雪面を、この方向?? とザイル 10 数回のスタカット。そして笹やぶの中の長い
下りが続く中で暗くなってしまい、ヘッドランプでの下山。いくら歩いても目指
す沢に出ず、予定の BC に帰れず、やむを得ず泊まった本当の意味のビバーク。食
べるものが乏しく、前夜のラーメンの残りのスープを 3 人で飲み、眠ってしまえ
とばかり、シュラフに潜りこんだのでした。
8 日も前夜同様に食べるものがなく、朝食抜きで前日と同じ笹やぶの中での長
い下り坂。沢に着いて、最後の登りは、口々に『腹が減った』と言いながら BC に
着き、食べたジフィズの味は、うまかったと言うより、ホッとしたと言うのがホ
ンネでした。やはり食料は家に帰るまで、リュックの中に少しは残して置くもの
だと、改めて考えさせられました。

バットレス

古畑夫妻 千国，狩野 勝野 小山各隊員

貴重な経験の数々

南稜ルート(青い線)

20 周年記念登山に参加して 古畑 孝信

大町労山創立 20 周年記念行事の一環として、北海道利尻登山の計画を立て、1
年前よりトレーニング、机上学習を行い、1985 年 5 月 3 日～10 日、6 名の会員で
利尻登山を行いました。
登山は南稜より利尻山頂上へ、そして東稜を下ると言うルートであります。1
年前からみんなで決めたトレーニングには思い出があります。橋の上から通行人
の見ている前でやったロープでの下降と登り。八ヶ岳ではルートを本で探しなが
らの登山等です。
はじめは利尻山など登れるだろうか?? と言う不安も、みんなで行動を共にす
るうちに各自の目標となり、頂上に立つんだと言う自信に変えることができまし
た。
登山は 5 月 5 日入山。やぶ漕ぎのため、1300ｍの予定を 950ｍに変更しての BC
設営。翌 6 日よりザイル使用の登攀。テント場前の 20ｍの懸垂下降。このザイル
を引けば、もう後には戻れないとみんなで話し合った時、CL の決断で目指すは頂
上のみとザイルを回収。そしてツェルト泊。

食べてからの下山はグリセードで楽しく下り、町に戻って反省会を兼ねた登頂
祝いで乾杯したビールのうまかったこと。そして利尻のウニも‥。
最後になってしまいましたが、この山行にご理解を頂き、カンパを寄せ、切符の手
配、装備の購入等々、お世話下さった皆様のご協力で、20 周年記念登山を無事に成功
させて頂きました。ありがとうございました。

利尻山・積雪期の南稜登攀の記録
5 月 5 日(日) 3 時起床。小雨のちみぞれ、のち雪から曇り。鬼脇キャンプ場を
5 時半出発。
東稜の登山道になっている林道を１時間ほど歩くとヤムナイ沢の出合いに着く。
林の中に一部雪が残っている。タラの芽は少々早く、コゴミが食べごろだ。
登山道を離れ、出合いからヤムナイ沢を進むと、砂利採取のためか重機が入っ
ていた。ここから先は残雪に埋まったヤムナイ沢を更に進むと、左右の南稜と東
稜が迫って来ている大曲りに着く。砂防ダムがある。ここまではずっと穏やかな
登りである。
雨がみぞれからさらに雪に変わった。朝から南稜はガスに消されて見えない。
大曲りから左手の急斜面を登り、南稜に取りつく。風が出てきた。750ｍ付近の
尾根に出ると風が強く、みぞれが強く顔に当たる。尾根には雪がついてなく、一
面灌木やらクマザサ、ハイマツが続いていた。
尾根から少し下がったヤムナイ沢側の斜面は、雪面に亀裂が走っていて、やむ
なく尾根沿いに登ることにする。
950ｍ付近まで登ると、左手にクマザサに囲まれた雪渓が現れ、その上部に BC
を設営する。1200m ピークに BC を設営する予定であったが、大きなリュックを
背負っての薮漕ぎは非常に疲れ、また天候も悪く、ここを BC と決める。
午後になって雨が上がり、
明日 1300m ピークまでスムーズに登り切るために、
3 名がルート工作に出る。依然、ブッシュあり残雪ありのコースで、1300ｍのピ
ークに着く。南稜上部が目の前にあり、明日からの登攀意欲をかき立てられ下山
する。
5 月 6 日(月) 2 時起床。小雨のち晴れ BC を 7 時出発。
早朝出発する予定が、雨と視界が悪いのとで大幅に遅れる。1300m ピークまで
は、昨日のルート工作のおかげでスムーズに登る。ここから直ちに約 15m のアッ
プザイレンとなる。続いてマオヤニ沢側を巻いてブッシュの中を進む。次に最低
コル直下、マオヤニ沢側に約 25m のアップザイレン。雪壁から岩を 1 ピッチ登り
最低コルに出る。岩稜あり、雪稜ありを数ピッチ登ると、大槍が眼前に迫る。
大槍はルンゼを約 20m 直上し、棚上をマオヤニ沢側に廻りこむ。2 ピッチで
P2 の下部に着く。ルンゼの最初 5m の壁が思っていたより厄介だ。P2 の下部は

ビバークしたらしく、すぐにもツェルトが張れる状態になっていた。
P2 の登りは雪に埋もれたルンゼを、続いてリッジを登ってピークに立つ。足下
は大空沢側、ヤムナイ沢側へとスッパリ切れ落ち、高度感充分である。P1 バット
レスがぐっと近くなる。
P2 からの下りは大きなハイマツを支点にして垂壁を約 20ｍアップザイレン。そ
のままナイフリッジを数メートル行き、再度 30ｍのアップザイレンで P2 と P1 の
コルに着く。約 50ｍのアップザイレンである。コルにツェルトを 2 張りしてビバ
ーク。ツェルトの中にザイルを通し、ビレーして休む。
5 月 7 日(火) 3 時起床。晴れのち曇り。Ｐ2、Ｐ1 のコルを 5：45 出発。
昨夜は大分冷え込み、ツェルトの中が白くなった。
P1 への登りはルンゼを登って、そこからヤムナイ沢側を巻き気味に垂壁を登る。
小雑木があるが枯れていてビレーには注意を要する。リッジに出るとすぐ P1 の
肩に続くバンドがある。だいぶ崩れてはいるが、ここをトラバースする。
肩に出ると眼前にバットレスが現れる。ここでじっくりバットレスのルートを
観察する。
いよいよバットレスの始まり。岩壁にはほとんど雪はついてない。予想してい
たより好条件である。1 ピッチでバットレス下部、バンド状に着く。ここからの 2
ピッチ目がバットレス最大の難所だ。
南稜ルート図

P1 ルート図

アブミ 1 個を使って 3m ほど登って左へ 5m トラバース。そして⒑m 直上して
ちょっとしたテラスに出る。ここでザイル工作不能となり、セカンドをここまで
上げ(約 20m)、トップはザイルをいっぱいに延ばしてハイマツテラスに着く。
3 ピッチ目はやさしい。リッジを 20m ほど直上し、ここから左にトラバース気
味にルンゼ状の岩場を直登し、ハイマツに支点を取る。
4 ピッチ目はここから右へ 20m ほどトラバースして S 字状ルンゼへと続く。ル
ンゼを出たら直登約⒑m。ここに 2m ほどの滝がある。幸い残雪もなく容易に越
えることが出来た。滝の上から 5 ピッチ目が始まる。
Ｓ字状ルンゼはほぼ直線状になっており、ルンゼには殆ど雪はついていない。
ザイルを肩の下 2ｍまで延ばす。ここから 6 ピッチ目に入る。
肩を越え、大きなハイマツに沿ってバットレス頭に着く。ここまで 6 ピッチ 6
時間をかけたことになる。ここで記念写真を撮り、南峰肩までザイルを延ばして
小休止。本峰下部に祠があり、賽銭をあげて無事下山を祈る。
いよいよ下山開始。広い急な雪稜をヤムナイ沢側へルートを取りながら下山。
50ｍザイル 10 数回のスタカットで 9 合目に着く。この辺りは崩壊が激しく、夏
ルートはここから先は進入禁止になっている。南峰から 9 合目までは、視界が悪
い時はルートを間違えやすく注意を要するルートである。
9 合目から下は尾根伝いに残雪とクマザサが交互の長い下りがだらだらと続く。
今日の予定は南陵取りつけ点の BC まで戻ることだが、時間的に不可能となり、
800m 付近でビバーク設営する。残雪があり，ツェルト 2 張りを並べて張れる場
での 2 ビバーク目。食料が乏しく、寒くてなかなか眠れない。
バットレスルート図

登頂

5 月 8 日(水) 5 時起床。僅かな行動食を食べて下山開始。
昨日散々歩いたのに、今日もまたしっかり歩かされる。ヤムナイ沢は遥か下に
見える。
やっとそのヤムナイ沢に着く。登攀用具をここにデポして BC へと急ぐ。大曲
りからは空腹と闘いながら BC 着。
昼食をすませ、BC 撤収。下山開始。足取り軽く、1 時間ほどで大曲りに着く。
ここからは山菜を採りながら利尻山を後にする。
鬼脇駐在所にて下山報告し、タクシーで鴛泊へ。外食をすませ、フェリーター
ミナル広場前にてテントを張る。
いよいよ明日は我が家だ。ぐっすり眠る。
勝野 記

山行をふり返って

ＣＬ 勝 野 秀 次 郎

20 周年記念山行にふさわしい利尻登山成功は、大町労山のレベルアップに大き
な役割を果たしたと思う。
我が会が今まで経験したことのない 3 テント、2 ビバークと言うハードな山行
を成功させることが出来たのも、天候に恵まれたことにつきる。特に南稜アタッ
クについては天候によって 100％成否が左右されるからだ。
今回、決められた日程の中で、計画通りに山行を終えることが出来たことは、
本当にラッキーだったと思う。
利尻登山成功のカギは
・BC を大曲りにとらず、950m 地点まで上げて、その日に 1300m までのルート
工作が出来たこと。
・各自が岩トレを中心に基礎体力をつけると同時に、利尻は登れそうだと言う自
信をつけたこと。
・何と言っても天候に恵まれたことが何よりだった。
今回の山行は、全員でピークを踏もうと言うことでアタックを 3 人・3 人のパ
ーティーに分け、ビバークを最初から計画に入れたこと、そして装備を出来るだ
け軽装にしようと検討し、食料を最小限に留めることにした。その結果、3 日後
には底をついてしまった。量の問題と、水無しでも食べられる食料を用意する必
要があった。
最後に、荒天時の対応と、東稜下山ルートの研究等、入山前にもっと検討して
行くべきだった。

