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 今年も来ました  

無事故表彰                     

 

第2回例会(4月26日)・3回例会(5月10日)から 

1、4月12日(1st例会)～5月10日(3rd例会)の山行実績 

①4月16日(土) 爺ヶ岳南尾根：鈴木・古畑文子 
②4月19 日(火) 池田陸郷トレッキング下見：鶴川栄子・鈴木 
③4月21日(木)～23日(土) 北穂高岳東稜：勝野＋4 
④4月23 日(土) 池田陸郷トレッキング 9名 

鶴川栄子・鈴木・細田・宮島・神津・津田・石井夫妻・古畑文 
⑤4月24日(日) 唐松岳：鈴木・細田・古畑文子・塩原 
⑥4月25日(月)～26日(火) 燕岳：小山＋1 
⑦4月27日(水)白馬大雪渓スキー：横田 
⑧4月28日(木)～30日（土）月山・鳥海山・立山スキー：横田 
⑨4月29 日(休) 物見の岩：塩原＋1  
⑩4月29日(休)～30(土) 爺南尾根：鈴木＋11(大阪) ※強風で 1泊に縮小 
⑪4月30日(土) 小日向山：5名 宮島・尾形・小山・谷口・桑原・神津  

 ⑫4月30日(土)～5月1日(日) 富士山：塩原＋2 ※山民ガイド付 
 ⑬5月4日(祝)～5日(祝) 県連スキルアップ講習会・針ノ木雪渓：塩原・鈴木＋18 
 ⑭5月5日(木)小日向山：小山 
 ⑫5月8日(日) 岩櫃山：7名 鶴川( 2)・勝野・鈴木・古畑文・石井ひ・宮島  
※5月8日(日) 登山教室 針ノ木雪訓中止 

2、当面の山行・計画               
①5月14日(土) 鍬の峰 集合；一般7：30 会員7：15   
会員の参加予定：10名 一般参加者13名 計26名 

②5月15日(日) 県連交流山行 水ノ塔山～西篭ノ登山～東篭ノ登山縦走 
道の駅松川 6：30集合 車は2台  

参加予定 10名：谷口・尾形・勝野・鶴川( 2 )・神津・津田・桑原・古畑文・宮島                 
③5月17日(火) 燕岳：臼井・鈴木・細田  
④5月21日(土)～22日(日) 佐渡の山  

参加予定 6名：谷口・鶴川・細田・宮島・尾形 神津 
⑤5月22日(日) 鍬ノ峰・冒険学校：森田 

⑥5月29 日(日) 岩トレ（登山教室・県連と合同）9時大町人工岩・午後仏崎の岩場  
3、50周年記念事業関係 

 『ごんぞ』50周年記念号発行に向けて大町労山50周年を語る会を行います。 
        5月14日(土)16：00‐18：00 労働会館 
  50 年にわたる活動の諸資料・発行物・写真を持ち寄って語り合い，50 年史

をつくる第 1 歩とします。古い資料に限らず、会員各位が入会された当時やそ

の後の資料、写真等もお持ち寄り下さい。 
■機関紙担当からのお願い 

50周年を記念する『ごんぞ』発行に向けての取り組みが始まりますが、創立

当時の資料があまり見つかっていません。古くからの会員の方は、創立当時と

その後の資料の発掘にご協力下さい。また当時の会員の方や元会員の方と交流

がある方は、可能な範囲で資料発掘の協力をお願いして下さい。 
近年入会された方も、自身の入会の動機や当時の抱負等を語って下さい。 

6 月から例会日が、第 1、第 3 火曜日に変ります 

2016年5月号VOL3 No26 5・13 発行 

昨年から始まった制度で、

過去 10 年間に事故交付申請

のなかった会に表彰状と納入

金額の１割が奨励金として交

付されます。 
安全登山の結晶です。 
引き続きよろしく。谷口 
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針ノ木雪渓・スキー滑走 2016, 4.16 横田竜三 

  
毎年のことであるが、大町扇沢線の開通が待ちどうしい。 
2年前までは 4/10には開通をしていてうまく行けばパウダーをすべることがで

き、4月の下旬くらいまではほぼ無料駐車場までスキー板を外さないで滑ってく

ることができた。 
 今年は雪が少なかったのでどうなっているのか不安だが、開通日に針ノ木に行

ってみた。 
 
 当日、朝早く目覚めて 5時にはゲートのところに来ていたが、ゲートの開門は

AM6：00らしい。それでも 15台くらいは列をなしていた。1時間程待ち、出発。

前もって調べとくべきだった。 
 
 私が無料駐車場に到着した時はもう 1/3は車で埋まっていた。 
1,000円/日は日帰りならいいが、立山に行く人は 2，3日後になるから余分に 2・3
千円払うことになればなんか腹立つと思う。大体 3段目の昔無料のところは車 2
台程しか停まってなかったし。 
 
 準備ができて出発したのが 6：30である。駐車場には雪が殆ど無い。 
そこから人工芝を敷いている歩行者通路にも殆ど無かった。 
 それでも私は車の回送ビル裏から右岸側に渡り、毎年同じようにスキーを履き、

歩き始めた。しかしヤブが多く雪が 30㎝程しかない。それでも右岸側を歩いて行

った。途中で左岸側を見ると、人が歩いている。やっぱり正解は慎太郎祭のおし

るこを配る所まで左岸側か。ヤブをかき分け大沢小屋上の最終堰堤到着時間は 7：
42だった。大体ゆっくり行って 45分位だが、15分は余分にかかってしまった。4
月の時点で最終堰堤上流でもう水が（河床）見えていたのには驚いた。また、デ

ブリがなかった。季節的には 5月末みたいだ。ただ雪はまだきれいだった。 
 気温は低く、日当たりが良くなって行くが、下着と長袖だけでは寒く、ハード

シェルを着るには暑く、調整が難しかった。こんな状態が最後まで続いていく。

風も少しあるが、日当たり良好のためノドが乾く。マヤクボ沢と針ノ木沢の出合

で 9：30、出発から 3時間、予定通り。これからがしんどくなってゆく。先には

もう、マヤクボのコル付近に人がいる。毎年思うのだが、体力ないと実感する。 
 
 ここまでなら斜面は全くおもしろくなく滑ってもしょうがない。 
これからが本番の登りである。クトゥ（スキーアイゼン）を付けて登り出すがな

かなか高度が上がらない。一歩一歩がゆっくりになっていく。雪が緩んでいるの

で、滑る事が多くなる。何とかして勾配代わりところに到着。ここでもう 10：50、
あと 1時間で頂上まで行けるのか？まず無理。タイムリミットは 12：00と決めて

ある。登り 5時間 30分で着かなければ途中から滑走開始だ。スキーを外してアイ

ゼンに履き替えて稜線迄出た。頂上まではあと 20分足らずだが、滑走開始。何回

かターンをして転けてしまった。ギャラリーが多かったので少し情けない。出合

までは素晴らしい斜面で気持ちがいい。 
駐車場まで 40分程だ。 6月まで雪あるのかな？ 
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唐松岳山行 平成 28年 4月24日（日） 
報告者；塩原      同行者；鈴木，古畑文，細田 

参加者は、鈴

木さん、古畑さ

ん、細田さんと

塩原、4名。 
天気は、ゴン

ドラに乗る時分

は曇り。その後、

八方山ケルン辺

りでは青空が広

がり、12時くら

いから徐々に雲

が広がりはじめ

る。一日を通し

て、風が少なく、

低温ということはなかった。 
8時過ぎゴンドラに乗る。8:45頃八方池山荘発。八方池までは、水分の多い雪が残

るも、雪のない夏道をたどることも多かった。9:45頃八方池。雲海が広がり、目の前

には、白馬乗鞍から白馬、杓子、白馬鑓、天狗ノ頭、不帰嶮、唐松、五竜が一望でき、

絶景を堪能した。八方池を少し過ぎてからは、シャーベット状の雪道をほぼ行く。丸

山前の急斜面に息を切らし、途中のトラバースに緊張した。丸山から山荘の間に、雄

雌の雷鳥に遭遇した。今まで見た中で最も白かったので、感激した。12:30 頃山荘。

山荘から山頂の間は、雪は残るもアイゼンは不用だった。13時頃山頂着。剣、立山は

雄大だった。その後下山。15 時半頃八方池山荘着。16 時頃駐車場に着き、帰路につ

いた。  

紹介・参加しませんか 
長野県勤労者山岳連盟教育部 遭難対策委員会・レスキュー研究会  
2016山岳総合講習会のお知らせ 

開  催  日 6月26日（日） 

開 催 場 所 野俣沢林間キャンプ場（予定） 
〒309-1104 東筑摩郡朝日村吉見7-1 ☎0263-99-3700 

スケジュール  07:30～08:00 受付 
08:00～12:00 山岳救護大会要領説明・作戦会議・オリエンテーリング課題 

              12:00～13:00 昼食、休憩 
13:00～16:40 要領説明・作戦会議・気象課題・観察課題・手当課題 

              15:40～16:00 総評・表彰式、清掃、解散 

ス タ ッ フ 救命士、日本赤十字社救急法指導員、県連遭対委員 

課 題 内 容 オリエンテーリング、気象課題、救護課題、手当課題 

ねらい 誰もが仲間や家族を守れる。   

目標  傷病者の観察と適切な手当が出来る。 

参 加 対象者 山を愛する人 

募 集 人 数 15名程度 

参  加  費 1,500円(会場使用料、資料代など) 

持  ち  物 動き安い服装、日帰り山行装備一式（三角巾二枚含む）、筆記用具、 

お昼ご飯・その他必要と思う物。 
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池田陸郷トレッキングに参加して  細田郁子 

4月23日 同行者 鈴木、鶴川(栄子)、宮島、石井(2)、津田、神津、古畑(文) 

 

やってしまった！ 

今日は、集合場所へ、30分前には着いていたし、準備は上々‥。 

と、思いきや、集合時間10分前なのに、何方も現われない。恐そるおそる、鈴木

さんに電話をかける。「えービックでも池田店！(◎_◎;)。」ここは、白馬店。何

処で思い込んだのか、明日の集合場所と勘違いして、ずいぶんと遠くに来てしま

った。「今日は、無理なので、皆さんは、出発してください」と私。「そこから、

30分くらいでしょう」と鈴木さん。残りのメンバー全員を待たせて、必死で、集

合場所へと向かう。開口一番「すみません、すみません。」皆さんは、笑ってくだ

さったが（呆れていたでしょうね）、こういう思い込み、間違いはいけない。本当

に申し分ありませんでした。 

 車に分乗して、登山出発点の八代峠に向かう。駐車スペースからは、すぐに向

かう場所の標識があり、やや急な道を登っていく。途中から、継子落しへ向かう

班と迂回して登っていく班に分かれ、それぞれのペースで、合流地点に向かう。

私は、遠くからしか、継子落しを見たことがないし、陸

郷の桜も初めてで、期待感でいっぱいだ。ここの地質は

脆いのか、登山道近くまで切れ込んで、本当に道なのか

心配になる。継子落し付近は、絶景。山裾は切れ込んで、

コシアブラの背のようにも見える。頂上に松があったと

言われる継子落しは、風化が進んでいる。合流地点に向

かう。あれあれ、鶴川さん、石井さんが持っているそれ

は？「え、コシアブラ！」ついつい、目が山菜を追う様

になる。これも里山の楽しみと、嬉しくなる。山桜が点

在していて、若葉と共に目を楽しませてくれる。対岸を

見たり、山里の風景を楽しみながら、夢農場を経て、お

昼の場所に向かう。お昼の時間を過ぎているので、お腹

が空いてくる。「ごめんなさい」私のせいでした。昼食

予定場所より手前の豊盛公民館の屋外休憩所で、桜仙峡を見つつ昼食となる。何

やら、お鍋が出てきて、美味しいものの予感。鶴川さんが、豚汁の用意をしてき

てくださった。熱々の豚汁付き。鈴木さんからは、高級なお肉（鹿）の炒め物を

いただいて、お腹も大満足でした。さて、出発。昼食予定場所の『お茶屋峰の松』、

登波離橋を経て、ややきついアップダウンの山道。教えていただいた、こしあぶ

らも、段々自分で見つけることができる様になると、花より山菜になり、これま

た楽しい。駐車場から戻ってきた鶴川さんと合流する頃には、ここにもあそこに

もと、今夜のおかずになる程には、採ることが出来た。最後に降り立った所は、

登り始めの道を挟んだ対岸。ぐるっーと一周。桜、継

子落し（魔々心落し）、昼食、こしあぶら、とても充

実した１日でした。次回は、満開の桜に会いたいです。 

 

   
                      

 
 
 
 
 
 
 

往年の継子落とし土柱 

山桜を見ながら楽しくランチ ママコザウルス 
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ランダムに辿る大町労山の沿革~ 

創立25周年記念登山 宮之浦岳  
1990年11月19日～23日  小山 守彦 

  

私達山の会は、25周年記念登山として1992年11月19日から23日までの日程

で、九州最高峰屋久島の宮之浦岳に登った。屋久島の自然と親しみ、大町労山の

活発な活動をめざし、会の仲間のより一層の親睦と融和を図ることを目的とした。    

20周年の時は北海道の利尻山に登った。5月で残雪があり、雪と岩の厳しい登

山だった。そのため限られた人しか参加することが出来なかった。           

そんなことがあって25周年は誰でも登れる山で、旅行気分も味わえるところが

いいと言うことになり、北の山から南の山になった。 

第26回定期総会の活動計画で、11月に25周年記念として、登山かレセプショ

ンをしようと決定していた。 

第1回の宮之浦岳登山ミーティングが、㋈24日に行われ、参加予定者、日程、

宮之浦岳について話し合った。 

10月6日の第2回目では、任務、コースの選定、装備，食料計画を決めた。 

11月2日の第3回目は交通関係、装備、食料の確認を確認、11月17日の最終

ミーティングでは共同装備、食料の分担、それに今回の登山のために購入したゴ

アテックステント(エスパース)を張って機能を確かめてみた。宮之浦岳は無人の

山小屋に泊まって登るが、大勢の登山者で泊まれない状況を考え、テントを持っ

て行かなくてはならなかった。 

準備が整い、11月19日夜10時、総勢10人(うち1人は鹿児島空港で合流)は

仲間の見送りを受け、車2台で元気に宮之浦岳への思いに胸を膨らませ名古屋空

港に向かった。 

南国の屋久島で雨に降られることは覚悟していたけれど、雪に降られるとは夢

ゆめ思ってもみなかった。ここではとにかく雨が多いそうで、到着早々降られた。

この雨が大きな屋久杉を育てているのだが、できること

なら我々の登山中は降らないで欲しいと願っていた。 

沿岸沿いにはハイビスカスが咲き、山は雪化粧して気

象の変化に驚かされた。メンバーの殆どは軽登山靴でぐ

しょぐしょになってしまった。しかし1人長靴を持って

来た人がいた。 

縄文杉のすごさ、温泉でのくつろぎと、驚いたり感激

したりいろいろありましたが、10人もの仲間と一緒に、

無事宮之浦岳に登頂できて本当によかったと思う。これ

からも会員の方それぞれが、

安全登山に心がけ、楽しい

山登りができるよう、続け

られるようにと思っている。 
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 連休に入り７人死亡 各地で山の遭難相次ぐ 5月2日信毎から 

 各地で山の遭難が相次いでいて、２日も北アルプスで新たに４人の死亡が確認されるな

ど、大型連休に入ってこれまでに、合わせて７人が死亡しています。遭難は標高が比較的

低い山でも起きています。 

富山県の北アルプス・立山連峰では２日午前７時２０分ごろ、富士ノ折立の山頂付近で消

防の防災ヘリコプターが、男性２人が倒れているのを見つけました。２人はヘリコプター

で救助されましたが、すでに死亡していました。このうち１人は、富山県砺波市の６２歳

の会社員と確認され、もう１人は４０代から６０代とみられています。会社員の男性は先

月３０日、視界が悪く身動きが取れなくなったと、泊まる予定だった山小屋に連絡してき

ていて、その際「もう１人登山者がいる」と話していたということです。 

 長野県と岐阜県にまたがる北アルプスの北穂高岳では１日、男性が山頂付近から滑落し

たという通報がありました。警察が２日朝からヘリコプターで捜索した結果、午前５時４

０分すぎに北穂高岳の山頂からおよそ３００メートルほど下の斜面で倒れている男性１

人を発見し、搬送された警察署で死亡が確認されました。死亡したのは、奈良県大和郡山

市の５８歳の無職の男性で、死因は低体温症でした。 

また、警察によりますと、奥穂高岳でも男性１人が山頂付近で滑落して救助され、松本市

内の病院に搬送されましたが、その後、死亡が確認されました。死亡したのは横浜市の６

８歳の無職の男性で、頭を強く打っていたということです。 

 同じ奥穂高岳では、南西側にある「ジャンダルム」と呼ばれる切り立った岩場の近くで

滑落したとみられる１人が倒れているのが見つかりました。現場付近では雪崩が起きてい

て救助できていないということです。ジャンダルム付近では、３人組の登山グループの１

人が滑落したという通報が先月３０日の夜、別の登山者から警察に寄せられています。 

 北アルプスでは１日も蓮華岳で、スキー場ではない斜面を滑るバックカントリースキー

をしていて滑落した、東京・八王子市の５５歳の東京都職員の男性の死亡が確認されてい

ます。 

 遭難は標高が比較的低い山でも起きています。 

栃木県日光の標高１０００メートル余りの霧降高原では１日、東京・豊島区の３５歳の会

社員の男性がおよそ３０メートル滑落して死亡しました。 

男性は仲間と合わせて５人でハイキングコースを歩いていましたが、途中でコースを外れ

たため、沢に沿って歩いていたところ、滑落したということです。 

埼玉と東京の境にある標高９６９メートルの棒ノ折山では１日、千葉県船橋市の７７歳の

男性が登山道から滑落して死亡しました。 

 現場の登山道は、幅が５０センチから６０センチほどと狭くなっていて、後ろを歩いて

いたグループのメンバーは「男性が立ち止まって眼鏡に手をやったときに足元がふらふら

し、そのあと山道から落ちた」と話しているということです。 

 先月３０日には、山梨県富士河口湖町の標高１６８３メートルの十二ヶ岳で、東京・東

大和市に住む６５歳の男性がおよそ５メートル下に滑落し、首の骨を折る大けがをしまし

た。警察によりますと、男性は道に迷って登山道を外れ斜面を歩いていたところ、落ちて

いた木の枝を踏んで足を滑らせたとみられるということです。富士河口湖町によります

と、十二ヶ岳は富士山と富士五湖の１つ西湖などが一望でき、登山者に人気ですが、傾斜

が急な場所やロープを使って登るところもあるということです。 

また、大月市にある標高１５９０メートルの滝子山でも１日、都内に住む大学生２人が下

山中に道に迷ってしまい、警察がヘリコプターを出して救助する事案が起きています。 

山岳救助隊「冬山の装備が必要」 

 北アルプスの山頂付近で遭難が相次いだ原因について長野県警察本部 山岳遭難救助隊

の弦間将樹副隊長は、登山の装備が不十分だったケースもあったと指摘しています。弦間

副隊長は男女５人が救助された奥穂高岳のケースについて「連休は山の天気がよくないと

いう予報が出ていたが、防寒対策が十分でなく道に迷っているうちに体調不良になり救助

要請があった」と説明しました。 

 そして「今回の遭難では装備が十分でなく、しっかりとしたビバークができなかったケ

ースもある。この時期の北アルプスに登る際には、一般的な冬山の装備が必要で気象条件

が悪くなったときでもビバークできる準備と、２、３日分の食糧を用意してほしい」と話

しています。 

さらに連休の後半の登山についても「天気はよくないと予想されている。危険なルートに

入らず、無理な行動はしないことが大切で、十分な装備を忘れないでほしい」と話してい

ます。 

登山ガイド「低い山では迷いやすい枝道に注意を」 

 標高が比較的低い山で登山道を外れ、滑落するなどの事故が相次いでいることについ

て、都内の山岳用品店に勤める登山ガイドの米山良平さんは「低い山は枝道が多く、道に

迷いやすい。油断をしないことが大切だ」と話しています。米山さんによりますと、低い

山は登山道以外にも、作業車が通る道など整備されていない枝道が高い山より多いという

ことです。 

 そのため道に迷いやすく、地図やコンパスを必ず持って自分がいる場所と地図を照らし

合わせながら歩くなど、油断をしないことが大切だと話しています。また、登山というよ

りハイキング程度だと油断し、警戒心が緩んで遭難事故につながってしまうこともあると

分析しています。また米山さんは「低い山に登るときもスニーカーではなく、靴底が厚く

足首まで覆って滑りにくい登山靴をはいてほしい。足を滑らせたり、捻挫をしたりするこ

とを防ぐことができる」と話していました。 
 


