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満開のシャクナゲと大展望 笑顔が集う鍬ノ峰

⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑤

5 月 21(土)～22 日(日) 佐渡の山：谷口・鶴川・細田・宮島・尾形・神津 6
5 月 22 日(日) 大阪岩トレ：鈴木
5 月 28 日(土) 雨引山 7：神津(えぼしの会)
5 月 29 日(日) 岩トレ
（大町人工＆仏崎）
：鈴木・細田・横田＋2
6 月 4 日(土) 木曽駒：古畑(2)
6 月 5 日(日) 針ノ木：谷口・桑原・鈴木・尾形・横田・小山・宮島・細田・鶴川栄子・
鈴木和志＋１（11）

2、当面の山行・計画
(1) 県連関係行事
①6 月 18 日(土) 駒ヶ根ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ：鈴木
理事会：横田・尾形
6 月 19 日(日) 県連各会三役等会議：谷口・鈴木
②6 月 25 日(土) 県連自然保護・小川山：鈴木
③6 月 26 日(日) 県連総合講習会（レスキュー）朝日村：
④7 月 3 日(日) 県連登山学校・沢 佐久市角曲川（八ヶ岳 蓼科山北面）
⑤7 月 23 日(土)～24 日(日) 第 2 回ｽｷﾙｱｯﾌﾟ技術講習会・大町人工岩＆仏崎
(2) 大町労山関係(個人山行を含む)
①6 月 22 日(水)頃 燕岳：女性会員＋
②6 月 26 日(日) 甲武信岳：鈴木
③6 月 30 日(木) 未定：鶴川・臼井・鈴木＋α
④7 月 9 日(土)～10 日(日)：鹿島槍：鶴川＋α
④7 月 15(金)～17(日) 新越乗越：
④50 周年記念リレー縦走・第 3 弾・第 3 行程 下記
⑤夏山合宿；8 月 19 日(金)～21 日(日) 荒天の場合 ⇒ 8 月 26 日(金)～28 日(日)

第 4 回例会(5 月 24 日)・5 回例会(6 月 7 日)から
1、5 月 11 日(3st 例会)～6 月 7 日(5th 例会)の山行実績
① 5 月 14 日(土) 鍬ノ峰募集山行：会員 10 名 一般参加 13 名 計 23 名
② 5 月 15 日(日) 県連交流山行：谷口・尾形・勝野・鶴川栄子・神津・津田 6
③ 5 月 17 日(火) 燕岳：臼井・鈴木・細田雨天中止
④ 5 月 21 日(日) 大菩薩嶺：鶴川栄
⑤ 5 月 21 日(土) 小川山（ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ）
：塩原＋
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⑥ その他
3、50 周年記念事業関係
(1)リレー縦走について
日程；7 月 1 日(金)～3 日(日)
コース；爺ヶ岳‐鹿島槍ヶ岳‐五竜岳‐遠見尾根・2 泊 3 日(本隊)
本隊：7 月 1 日(金) 扇沢‐爺ヶ岳‐冷池山荘(泊)
7 月 2 日(土) 冷池山荘‐鹿島槍ヶ岳‐五竜岳－五竜山荘(泊)
7 月 3 日(日) 五竜山荘‐遠見尾根‐下山
爺ヶ岳 (日帰り) 隊：1 日爺ヶ岳登頂ピストンする。
鹿島槍 (1 泊) 隊：1 日冷池山荘(泊) 2 日鹿島槍ヶ岳登頂後、引き返す。
(2)50 年史づくりについて‥‥後述～P5・P6 にて

針ノ木・蓮華岳 今年も‥

竹花 聡

ニューフェイス

鈴木和志さん

登場！

6 月から入会させていただいた岡山市在住の鈴木です。よろしくお願い致します。
早速、6 月 5 日蓮華岳に参加させていただきました。下山に入ってすぐ足を攣ら
せてしまいご心配、ご迷惑をおかけした初デビューとなりましたが、すべて良い経
験でした。ご一緒いただいた皆様ありがとうございました。以下、自己紹介です。

レンゲ岳山頂にて

針ノ木岳山頂にて

6 月 5 日（日）、第 59 回針ノ木岳慎太郎祭に合わせて、針ノ木岳＆蓮華岳の登
山が行われ、私(竹花)も昨年に引き続き、スポット参加させていただきました。
暖冬の影響で季節の進みが早い本年、雪の消失も早く、篭川第 5 号砂防堰堤付
近まではほぼ雪が無い状態です。大沢小屋の直下が第 7 号砂防堰堤ですので、ず
いぶん後退しています。キヌガサソウやシラネアオイの花に迎えられるのも珍し
いことです。
神事が始まる前に慎太郎祭の会場前を通過、雪渓の登りへと向かいます。この
頃には太陽も顔を出して、暑いくらいの陽気に。
リーダーさんが一定速度にペースを保って先導。峠まで休憩は 2 回。長めのイ
ンターバルで登り切りました。個人的には昨年より大分苦しい登山となりまし
た。ぶっつけ本番だったのと、ストック無しが影響したのでしょう。膝周りの筋
肉が悲鳴を上げていました。峠に上がった時点でバテバテです。
針ノ木峠からは針ノ木組と蓮華組の 2 チームに分かれて山頂を目指しました。
蓮華岳までの道では雷鳥を何度も目撃。手の届きそうな距離で眺められたのは幸
運でした。
蓮華岳山頂までは足を上げるのもやっとの状態で、最後尾を遅れながらついて
行きました。足がつりそうになった方があって「ツムラ 68 番」にて回避。便利な
薬があるんですね。勉強になりました。
下山時は、大沢小屋にて合流。針ノ木組の方が 1 時間も早く到着していたとの
こと。何たる健脚‼
午後 5 時頃、事故や怪我人なく扇沢に無事帰還。皆様、お疲れ様でした。
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私は退職を機に登山を始めて 9 年目の 67 歳です。
現在、労山加盟の山陽ｶﾙﾁｬｰﾏｳﾃﾝｸﾗﾌﾞ（通称：SCMC 岡山市）に所属しています。
SCMC は創設から 17 年の 350 人の会員を擁する会で、簡単な雪山や百名山クラスの
会山行をやりますが、年齢構成からもハイキング主体の山岳会です。2 年前、鳥取
県大山雪山で 3 名の会員の遭難死亡事故を起こし、当時全国ニュースにもなって不
名誉な出来事で名が知られました。
この度、大町労山に入会させていただいた理由を書いておきます。
一つ目は、親戚が所有する大町市内の家を管理する必要が生じたこと。
（岡山から
時々出向く予定）
二つ目は、大町近辺の山を色んな時期に沢山登りたいこと。大町周辺の自然を楽
しみたいこと。
三つ目は、岡山の山仲間に機会があれば大町近辺の山の魅力を知らせたいこと。
四つ目は、あと何年元気に山登りができるか分からないが、大町労山の皆様の経
験や技術を学び仲間に加えていただけるようにしたいこと。
岡山市在住のため、例会山行等でお会いできる機会も少ないかと思いますが、よ
ろしくお願いいたします。
左：針ノ木雪渓を登る
下：蓮華岳山頂近くで見たライチョウ

「大佐渡山地を歩く」
報告者 宮島 順一

平成 28 年 5 月 21～22 日

同行者 谷口・鶴川・尾形・細田・神津

４５年前に佐渡旅行に行って以来の佐渡。直江津港高速フェリー乗り場に向け
６時３０分安曇野ＩＣを出発。天気予報では佐渡は好天なので気持ちもワクワクす
る。
予定道通り直江津港高速フェリー乗り場に８時２０分到着。ターミナル屋上の展
望ラウンジから本日乗る高速フェリーを見たり、山々を遠望する。
予定通り高速フェリーは佐渡に向け９時半に出航。波も穏やかで揺れも少なく、
潮風が心地良い。
小木港に１１時１０分に着岸し、早速にお昼を食べるべく、河原田本町に向かう。
寂れたシャッター通りとほぼ並行して走るバイパス、県道３５０号線で「廻転寿司
弁慶」に入ることになった。安曇野の廻転寿司のイメージはあまりよくないので、
少々不安を感じて入店したが、予想は良い結果に裏切られた。佐渡産の魚貝類は新
鮮でネタも豊富。一同満腹で相川から大佐渡スカイライン途中にある佐渡金山を目
指す。ここで全員ソフトクリームを頂き大佐渡スカイラインを進み、眺望の良い「交
流センター白雲台」展望台に到着。一旦県道３５０号線に下り両津を経由しドンデ
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ン山荘に５時半到着。早速テントサイトにテント２張り設置後、希望者はドンデン
山荘の風呂に入った後夕食の準備に取り掛かる。ドンデン山荘に向かう途中の大型
スーパーで食材を購入してきたので豪華な夕食となった。
ドンデン山荘からの夜景や月が大変きれいで、早めの就寝となる。
翌日４時起床。外は思いのほか暖かく、朝陽が地平線から赤く昇り、朝食の準備に
取り掛かる。昨日購入した食材もすべて使い切り、持ち帰りがないよう完璧な購入
であった。テントを撤収した後ドンデン山荘を出発し、７時に尻立山（940ｍ）到
着。下ってドンデン池へ。池を覗くと「おたまじゃくし」がたくさん泳いでいた。
このあたりもレンゲツツジがたくさん咲いており、例年より暖かなので早く咲いて
いると感じた。
少し登るとドンデン避難小屋があり、小屋内を覗く。休憩した後、金北縦走路入
口に８時に到着。アオネバ十字路を経由しマトネ頂上（937．5ｍ）に９時到着。
ここから少し下った地点、石花越分岐点で協議し同じ道を引き返すことにした。
当初予定はイモリ平まで行く予定であったが後の予定との関係で変更となった。
１１時４０分ドンデン山荘に帰着。その後、加茂湖湖畔にある「朱鷺の舞湯」
露天風呂で汗を流し、スッキリした後、お昼を「鮨 長三郎」で食事後、弁天岩海岸
で貝を拾い、４時に小木港に到着。４時半発の高速フェリーに乗船し、６時１０分
直江津港に無事着岸。後は上越ＩＣより高速道路に乗り安曇野ＩＣに急いだ。
今回の登山は二日間天気に恵まれ、縦走路のレンゲツツジやヤマシャクヤク、シ
ラネアオイ等の花もよく咲いており、食事も大変おいしく、すべて計画通り進み楽
しい山行となった。欲を言えば二泊するとより一層佐渡を満喫できる。
二日間に亘り車の運転をしていただいた尾形さんに感謝！！！。

第１回 県連スキルアップ技術講習会に参加して
塩 原 琴 子
5 月 4 日（水）から 5 日（木）
、県連第１回スキルアップ技術講習会（雪山編）に参加
した。参加会は、佐久山の会、上小山の会、ロックアンドブッシュ、しらびそ山の会、
まみくとい山の会、大町労山で、計 21 名。大町から参加者は、鈴木さんと塩原、2 名。
（4 日）
天気は、未明から雨。7 時半頃には止み、その後晴れ。風も少なく、雪渓の上でも寒
さを感じるということはなかった。
7 時から 7 時半ころに大沢小屋へ行き、他会と合流の予定であったが、前述のとおり
雨が強く、扇沢出発時間を遅らせて、9 時頃大沢小屋に到着した。その後、雪渓で訓練
中の他会と合流。10 時頃から訓練開始。午前中は、スタンディングアックスビレイを習
った。
以下、手順等
① アックスのシャフト基部にスリングをガースヒ
ッチ（右下写真）で取り付け、カラビナをセット
する。
② 斜面に横向きになり、シャフトの広い面を斜面下
方向へ向けてヘッドの上に乗る。
③ パートナーからのロープをカラビナに通し、背
中、肩へとまわして持ち、斜面にまっすぐに立っ
て、肩がらみの確保体制をとり、ロープの繰り出
し等する。
基本的には、ボルトやピトン類、また樹木を使用
できるのであればそれを優先する。雪面に設置した
支点は、一定方向に対しては効くが、他方向に対して ｽﾀﾝﾃﾞｨﾝｸﾞｱｯｸｽﾋﾞﾚｰ
は弱いことがある。そのため基本的に、雪を使い確保
するのは、ほかの方法で確保できない場合やそれほど荷重がかからない場合と考えるリ
ードのビレイにもフォローのビレイにも使える。
午後は、ロープの張られた斜面の登下降の練習、懸垂下降の練習。樹木、雪面に支点
をとり、各々手順を確認しながら繰り返し行った。
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16 時半頃テントに戻り、夕食の準備。大町
は、
「佐久山の会」のテントに入れていただい
た。豚汁がおいしかった。その後懇親会。
自己紹介に始まり、各会の紹介（大町は鈴木さ
んがしっかりと伝えておりました）等をした。
いろんな会の現状が知れて、勤労者山岳連盟
の世界が広がる貴重な時間だった。各会では、
熟達者と初心者の間の中堅がいないため、初
心者が厳しい山行についていけず、退会して
しまうという悩みや、リーダー不足、技術不足
等で里山以上の山行をなかなか企画できない
という課題を挙げる会もあった。20 時頃消灯。

ｽﾀﾝﾃﾞｨﾝｸﾞｱｯｸｽﾋﾞﾚｰｲﾒｰｼﾞ

（5 日）
3 時起床。4 時半出発。針ノ木岳頂上を目指
す。
天気は、未明から小雨が降ったり降らなかったり。出発後も晴れ間も時々見えるが、
終始風が強く不安定。そのままどんどん天気は崩れて、曇が空を覆い、雪も降ってきて
風も強く、非常に寒くてじっと立ってはいられない状態だった。
雪渓を上がっていくも、のどの辺りを少し通過したかところで、あまりの強風のため、
これ以上は不可能と判断され撤退。7 時頃下山開始。
8 時頃、昨日とは違う斜面を使って雪上訓練の続きを行った。
リードがスノーバー等で支点をとり、ロープの張られた斜面をマッシャ―を用いて登
り、セルフビレイして、懸垂下降することを繰り返す。リードやリードの確保を実践で
きればよかったが、悪天のため代表して他会の 2、3 人が行っていた。
15 時頃テント場に戻り 16 時半頃大
沢小屋を発った。
針ノ木岳頂上往復が叶わなかったの
は、残念だったが、他会と交流できたこ
とは有意義だった。参加させていただき
ありがとうございました。
以上

ガースヒッチ

白馬岳日帰り

６月 11 日（土） 鈴木 均

近年、体力の衰えを感じてお
り、今秋予定しているややヘビ
ーな山行に参加ができるか、自
分の体力検定？で単独白馬岳を
日帰り往復してきた。白馬岳に
は若いときから春夏秋、何度も
登っているが、すべてが縦走。
これまで大雪渓を下ったり登っ
たりがあっても、ピストンした
ことはなかったので、11 時間は見
ておこうと猿倉を 5:40 発。白馬尻
を越えた雪渓末端に 7:05、そこか
らノーアイゼンで行くが、途中か
らの急登はやはりきつい。土曜日
で天気もいいが、登山者は 10 人も
いない。村営小屋にやっと 11:05
着。下の白馬尻小屋もそうだった
が村営頂上小屋も夏に向けて準備に忙し
そうだった。山頂までは傾斜はそれほど
あるわけではないのに、意外と時間を食
って頂上 11:59 着。単独ということで何
回かは休んだが、自分のペースで登って
長い休憩は取らず、途中でおにぎりを一
つ食べ水を飲んだくらいだ。休憩を含め
６時間 20 分、昼頃に着ければいいかと思っていたのが計算通りでまあまあか。
ラッキーにも山頂のすぐそばでライチョウの雄が縄張りを監視していた。ほと
んど同じ体勢で周囲を見続けていて動かない。かなり長い間撮影していたが、雌
を見つけられなかった。
頂上発 12:30。しかし、下りは失敗だった。使えると思ったソリは自然の雪渓で
は急斜面は危なすぎて役立たず。６本爪アイゼンは、はかばかしくなくて逆に時
間を食ってしまった。ほとんど休憩しなかったが、猿倉 16:30 着。撮影や休憩を
含め 11 時間近くでなんとか無事下山できた。一応のクリアーといえようか。
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大町労山 50 年史年表づくりに向けて
第 1 回『大町労山を語る会』(5 月 14 日)までに得られた資料を基に年表づくりを
始めました。
当日および今日までに寄せられた資料は第 1 回白馬岳登山の写真(既報)や 1985
年の利尻登山(同)、92 年の宮之浦岳登山(同)を始め、80 年代に盛んにおこなわれた
バスハイクの募集要綱や写真、97 年の剱岳合宿や 2003 年の夏山合宿の写真、30 周
年祝賀パーティーの資料、85 年に発行された 1 号から 21 号までの労山だよりと総
会資料、96 年～98 年，および 2002 年、3 年ごんぞ、会員名簿等々、貴重なものば
かりです。
しかしながら 50 年間の年表に書き込んで見ると、別表の通りほんのわずかで、
殆どの年が空白になっています。とりわけ、創立当初から 70 年代にかけての資料
は皆無に近い状態です。まだまだ眠っている記憶と資料を掘り起こさなくてはなり
ません。
創立当時の経緯や活動の様子は、古くから在籍の会員諸氏と、退会された方々の
ご協力を仰がなくてはなりません。引き続いてその努力を続けて行きたいと思いま
す。
一方、2000 年代から今日に至る近年の会の実態や活動の様子は、私たち自身の現
在進行形の活動の歴史であり、特に各会員が入会した年(または月)はすぐにも書き
込めるものです。
近々第 2 回目の語る会を行いたいと思いますが、多数の会員が参加するほど、明
らかになる部分が増えることは言うまでもありません。
退会された元会員への声かけと共に、先ずは各会員が入会してからの活動史を書
き込んで年表を埋めて行こうではありませんか。みなさんのご協力をお願い致しま
す。

■『ハンドルネーム』設定のお願い
大町労山の HP で機関紙が公開され、誰でも閲覧できるようになりました。これ
によって山行記録、その他の投稿者の氏名が実名で公開されることになります。
機関紙担当としては、今後、実名を出したくないと言う方のお名前をハンドルネ
ームに置き換える用意があります。ご希望される方はできるだけ覚えやすい特徴的
なネームを添えてお申し出下さい。申し出があった場合のみそのネームを使います。
ただし、役職にある方は実名使用を避けられない場合があります

大町労山５０年史作成に向けてのワークシート
年代

1960年代

1970年代

1980年代

1990年代

2000年代

2010年代

０年
１年

何があったか、空白欄に
例えば、この欄は1961年
どんどん入れていってくだ
のできごとです。
さい。

★7/11；乗鞍岳バスハイ ★10/25；湯俣噴湯丘
ク
★11/19-23；宮之浦岳

２年

★京ヶ倉募集山行（初
回）
★鈴木入会

★名簿あり

★蓮華温泉写真(北條)

４年

★会員名簿・規約(小山) (7回)

★森田入会

★8/23-24；夏合宿写真
（北條）
★神津・宮島入会
★ごんぞ（小林）
★穂高岳南稜
★臼井・内藤入会

★7/10；爺ヶ岳バスハイ
ク(6回)

３年

★ごんぞ

★9/8；白馬大池バスハイク

５年

★3/21-22；八ヶ岳(古
畑)
★5/3-10；利尻岳登山
★5/28；19回総会
★労山便り№1～21（小
山）

★50周年記念リレー縦走
★ニレカピーク登頂（勝
野・小山）
★大町労山知る会・山歌
を歌う会
★細田・長島・古畑（文）
入会

６年

★爺ヶ岳バスハイク（9
★11/30 30周年祝賀
回）
パーティー
★県下一斉クリーンハイ
★名簿・ごんぞ原稿あり
ク（県連）

★塩原・鈴木（和）入会

７年

★大町労山創立

★爺ヶ岳バスハイク（10
回）

★7/5-17；スイスアルプ
ス（勝野・小山）
★夏山合宿写真（北條）
★9月；ごんぞ16号

８年

★白馬岳登山写真（小
林）
★爺ヶ岳写真(小林)

★7/24 唐松岳バスハイク
（11回）

★3月；ごんぞ（谷口）
★12月；ごんぞ（谷口）

９年
★阿弥陀岳登山写真(小
年 林)
★唐松岳バスハイク
不詳
★栗林さん・古い写真あ
り

★風吹大池バスハイク写真
（小林）（13回）

会員の敬称略
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備考

