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第 6回例会(6月 21日)・7回例会(7月 5日)から 

1，6月 7日(5st例会)～7月 5日(7th例会)の山行・行事実績 
① 6月 11日(土) 白馬岳：鈴木 
② 6月 18日(土) 県連登山学校（駒ヶ根人工岩）：鈴木 
③ 6月 18日(土) 県連理事会：横田 
④ 6月 19日(日) 県連各会三役担当者会議：谷口・鈴木・横田 
⑤  6月 22日(水) 燕岳：鶴川栄子・古畑・細田・尾形 
⑥   6月 25日(土)～28(火) 北岳・間ノ岳・農鳥岳：勝野＋１ 

⑦ 6月 30日(木) 雨飾山⇒(変更)大渚山： 
       臼井・鶴川(栄子)・古畑(文)・細田・神津・鈴木             

⑧ 7月 2日(土) 仏崎岩トレ：鶴川・古畑(文)・細田・神津・鈴木  
7月 8日(金) 明星山：鈴木・宮島＋1(佐久) ブッシュに阻まれ撤退 

2，当面の山行・計画(7月 6日以降)               

(1) 県連関係行事 

①7月 23日(土)～24日(日) 第 2回スキルアップ，技術講習：大町人工岩＆仏崎 

  参加予定：横田・鈴木  ※スキルアップ・技術講習のスケジュールは別紙。 

②7月 16日(土)～17日(日) 県連組織レスキュー講習会 小川山  

(2) 大町労山関係（参加希望者は早い目に連絡下さい） 

① 7月 23日(土)～24日(日) リレー縦走・第4弾：爺ヶ岳～針ノ木岳  

種池小屋～新越し小屋泊～針ノ木小屋～雪渓下山 

② 8月 6日(土)～8日(月) リレー縦走・第3弾：爺ヶ岳～五竜岳 

集合 小松原宅5：30   参加費(小屋代等) 約23000円 
 縦走班：CL          

１泊班（爺～鹿島槍往復）：CL         

日帰り班（爺往復）：CL             
   詳細は7月19日の例会で確定 ※第 5弾のコース＆日程も。 

③ 夏山合宿；8月 19日(金)～21日(日) 荒天 ⇒ 8月26日(金)～28日(日) 

 (3) 個人山行等   

① 7月 9日(土)～10日(日)：鹿島槍：鶴川(栄 栄子)・津田・他3 

② 7月 10日(日) 鍬ノ峰・仏崎ルート(冒険学校訓練山行)：森田＋他4名 

③ 7月 15日(金)～17(日) 荒川岳・悪沢岳方面：谷口・宮島＋    

④ 7月 16日(土)～18(祝) 槍・穂高または甲武信岳予定：鈴木 

⑤ 7月 30日(土)～31日(日) 燕～常念岳 
 

例会でミニ講習を実施（セルフレスキュー）      

7月例会では、会の冒頭に30分

ほどの時間を充ててセルフレスキ

ューのミニ講習を行いました。 

今回は、セルフレスキューに必要

な装備（⒑mの補助ロープ、120㎝

のシュリンゲ(テープ)1 本と 60 ㎝

のシュリンゲ(同)2本，環付きカラ

ビナ 1 枚とカラビナ 2 枚、ツェル

ト 1 をもつことで、自力救助の幅

が大きく広がる点が強調されまし

た。 

実際に装備を使って、簡易ハー

ネスの作り方（P5参照)、支点の作り方を簡単にやりました。例会を有意義で魅力ある

ものにするための取り組みの一つです。 

 次回は、この装備を使って懸垂下降のやり方を行います。滑りやすい斜面を下るとき

などに有効です。 
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学校登山以来の燕岳  6 月 22 日 

報告者；いくババ  同行者；OGA、EKO、AYK 

 

梅雨の合間なので直前まで雨を心配していたが、まずまずの天気。 

 5 時 40 分北細野駅集合。私は有明の老人福祉センター前駐車場に停めるつもり

が、駐車出来そうにない。少し下って行くと、登山者用駐車場の看板に目がとまっ

た。山のたこへいの隣に、『登山者用』と書かれた看板があり、整備された広い駐車

場が有った。誰も置いていないので少し不安になったが、そこに駐車して皆と合流。 

 6時40分、準備を済ませ登山口駐車場を出発。1キロ程車道を歩いて登山口到着。

ここからは、樹林帯の中を急登と、木製の階段の連続。ゆっくりのペースで登って

いくが、背中は汗ビッショリ。第一ベンチを過ぎ、8時 05分第二ベンチで一休み。

ここで、EKOさん特製のシホンケーキが振る舞われ、お腹も気持ちも大満足。 

山道には高山植物がそこかしこと咲いて、目を楽しませてくれる。オオバキス

ミレ、ゴゼンタチバナ、ツマトリソウ、コイワカガミ、ショウジョウバカマ、タ

カネザクラ、ギンリンソウ、コミヤマカタバミ、白い蘭のような花があり、珍し

いので写真を撮ってきたが、イチョウラン？ではないかと思う。 

合戦小屋には 10時 20分到着。残念ながら名物のスイカは 25日からだそうだ。

ここからは、合戦尾根をもうひと頑張り。 

燕山荘に近づくと、ハクサ

ンイチゲ、ミヤマキンバイ、

ミヤマキンポウゲが出迎えて

くれる。何とも美しい。雪は

小屋直下のみで、登山道には

無い。11時 35分、尾根を登り

きると突然冷たい風が吹く。

汗をかいてきたので心地よい

が、やや寒い。 

下山の時間も考慮して先に

燕岳山頂をめざす。山容は花崗岩の白とハイマ

ツのコントラストが美しい。コマクサ発見。よ

く見ると、一面のコマクサ。まだ花は少ない

が、少しでも見ることができて嬉しい。12時 10

分到着。誰もいないので、4人で山頂独占、昼

食を摂る。どの山も山頂付近に雲がかかって見

えないが、この天気に、そこそこ見られてラッ

キー。 

13時 25分、燕山荘に寄ってから下山開始。燕山荘では、可愛いＴシャツがあ

り、欲しくなる。次回ここへは、燕山荘でゆっくりビーフシチューの昼食を摂る

ために、登りたいと話す。 

下山では、膝に負担をかけないように慎重に歩く。合戦小屋の休憩では、EKOさ

んからもう一つの手作りケーキをいただく。何て贅沢。第 2ベンチを過ぎる頃か

らややお疲れモードになる。16時 50分登山口に到着。 

燕岳は中学校の登山以来 40？年ぶりの再会。殆ど記憶も彼方で思い出せない。

時は流れて、登山道も変わったかも

知れない。でも確かにその頂に、自

分が立っていたのだと、なんだか不

思議な感じがした。今回、企画して

いただいて、参加できたこと、そし

て、楽しく山行させていただいた、

参加者の皆様に感謝、感謝です。 

いくババ                             

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiK_7qnsuXNAhUINpQKHdqhALkQjRwIBw&url=http://ameblo.jp/kaz187315/entry-10757198298.html&psig=AFQjCNFP5IuU2R3jBDQBbw7V9mk-02snPQ&ust=1468119715421597
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    理事会・全国連盟について   横田竜三 

みんなに知ってもらうために 
 

今まで誰も書いてないし 6月は梅雨のため山行が少ないので、つまらない話題

であるが長野県勤労者山岳連盟について書いてみる。 

今年度から理事となり、財政部長となった。自分の目を通してみた勤労者山岳

連盟のことを書いてみる。 

 まず長野県内には 17の団体がある。北は「まみくとい山の会」（中野）から南

は「駒ヶ根山岳会」まである。 

 そしてその会費として￥330//人×12ヶ月＝3960円を県連に収める。その半分約

2000円は全国連盟に収める。今年度全国連盟に収める金額は約 70万円である。 

 

 まずは県連から説明する。理事会が毎年 7回開かれる。2ヶ月に 1回だ。松本あ

がたの森公園が多い。今年は教育部の古川氏（佐久勤労者山の会）がやる気を出

して登山学校の他にスキルアップ講習会を開催してるのでただのハイキング（一

般道）に飽きた方は参加してほしい。初心者でも丁寧に教えてくれます。 

 遭難対策部は救急法・レスキュー・雪崩講習会を開催している。これも大町労

山は鈴木さんが例会レジメを毎回作成して頂いてるのでそれに載っています。

（鈴木さん毎回ありがとうございます。） 

主に上記２つが県連を身近に繋がっていると思うものだ。 

3月の第 1週目の日曜日に大町の山岳センターにて総会が開かれます。時間のあ

る方は参加してほしい。私はパウダーの時期と重なりうっとうしいとしか思わな

いが、来年は参加しなければならない。県連自体「原生林」という機関紙を出し

ているがそれも活動の一つだ。大体、教育、遭難対策、機関紙の３つが主な活動

だ。 

理事会自体行った活動の報告・これから行う活動の報告が主な内容である。以

上が県連の活動です。また機会を見て理事会の様子等を報告します。 

 

 

 明星山 敗退           白馬の山人 
７月８日、三人で新潟県の明星山へ。 

海に近い登山口の標高は 250ｍ。ピークまでの標高差は 1000ｍ弱。道路からすぐ

見える明星山は巨大な岩壁で、一般登山道もほとんど急登の連続。以前から、『いつか

は、この壁にも』とは思いながら、

とてもグレードは高すぎる。通常の

登山道を行くが、ほとんど草に覆わ

れて足の置き場がはっきりしない。

登山道もはっきりしない。蒸し暑く

汗をだらだらかきながら何とか

900ｍ近くまで上がる。ところが滝

を目前にして、進退窮まる。ＧＰＳ

では登山道は、ほぼまっすぐ。 

崖を登って尾根へ。登山道に出るはずが、行けども行けどもブッシュ、またブッシ

ュ。結局ピークは断念して、慎重に下山。 

標高が低すぎて、今の時期に登る山ではなかったのです。 

 

 

初めまして 未来の山ガール 知花でぇ～す 

5月 20日生まれ 知花(ちか)ちゃんです 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ちび雪ママの一言…(o^^o) 

しばらくは長い山行は無理ですが、1日も早い復帰を目指します！ 

そして、子どもを背負って歩ける様なパワフルかーちゃんになれますように‼ 

今から親子で登るのが楽しみです。山好きな子に育ちますように‼ 
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大町労山のホームページをごらん下さい。お知り合いの方に、ご紹介下さい。ここ

では、トップページと会員専用ページのみを載せます。インターネットで「大町労

山」を検索すれば、下のトップページが出ます。それぞれの青字部分をクリックす

れば、そのページが開きます。「会員専用ページ」を開くにはパスワードが必要で

す。パスワードは、会長か事務局長にお問い合わせ下さい。 

ようこそ  
大町労山(大町勤労者山の会）のホームページへ  

大町労山は、ふるさとの里山からヒマラヤまで行く山岳会です。           

山岳会に入って、いろんな山にも行きませんか。 

長野県内や近県・近郊の山への日帰りはもちろん、テント泊縦走

から厳冬期の高山まで、山にかかわることは、なんでもやっています。 

よりレベルアップを目指して、雪山やクライミンク゛の技術も学べます。 

昨年から、大町労山創立50周年事業で北アルプスリレー縦走にも取り組んでいます。 

あなたも、ぜひ大町労山へ。（会員は塩尻市から小谷村までいます） 

名前は、「勤労者山の会」ですが、主婦も学生も、だれでも入会できます。 
お問い合わせは、ＨＰ管理人（メールは qyf06372@nifty.com、電話は
090-2113-9958)まで、お寄せください。          

  

最近の山行は、機関紙をご覧下さい。                 

当面の山行などの予定

2016/5/24現在 
大町労山機関紙（月刊） 入会案内 

2012～15年度山行リスト  機関誌「ごんぞ」(年刊） 登山教室のご案内 

春の公募登山（鍬の峰）2016

版 
秋の公募登山（京ヶ倉）毎年山行 動画リスト 

大町労山規約・山行規定  事務局通信(工事中） 

山行写真と記録 計画書ひな形 会員専用ページ 

リンク 

労山全国連盟 山のおと(大町労山） 気象庁 

労山長野県連 ヤマレコｎｏｂｏｕ 全国の山の天気 

長野県山岳協会 木偶野呂馬のフォト蔵 長野県の登山地図 

ヤマトモ（ROUSANハ°ート

ナース゛） 

山のあしおと小学校 登山ルートガイド 

長野勤労者山の会 順ちゃのfacebook 信州山学カ゛イト  ゙

千曲山友会 大阪・泉州労山 信州山歩き地図 

ロックアンドブッシュ   

上小山の会 長野県警山岳情報 ヤマケイオンライン 

佐久山の会 富山県警山岳情報 ヤマレコ 

佐久アッセントクラブ 山梨県警山岳情報  

松本勤労者山岳会 岐阜県北アルプス遭対協 北海道放送高層天気図 

しらびそ山の会 駒ヶ根山岳会 専門気象情報 

山岳会 伊那山仲間  山関係のＨＰ 

大町労山会員専用ﾍﾟｰｼﾞ 

安全でばてない登り方＆新 100 名

山 

テーヒ°ンク゛の基本 デジカメ写真撮影のポイント 

フリークライミングの基礎知識 ハイキング装備 高所順応 

穂高概念図 ロープワークの基礎 ストレッチほか 

雪上技術01 ロープワークの応用 生きのびる知恵と工夫 

雪上技術02 正しい歩き方・攀り方 

安全登山ハント゛フ゛ックミ

ニ 

http://omachirosan.sakura.ne.jp/calender.xls
http://omachirosan.sakura.ne.jp/calender.xls
http://omachirosan.sakura.ne.jp/kikannsi/kikansimokuzi.html
http://omachirosan.sakura.ne.jp/nyuukaiannnaibira.pdf
http://omachirosan.sakura.ne.jp/2012ikousankolist.xls
http://omachirosan.sakura.ne.jp/gonzosheet.html
http://omachirosan.sakura.ne.jp/tozankyouistuannnaibira.pdf
http://omachirosan.sakura.ne.jp/160514kuwanomine.pdf
http://omachirosan.sakura.ne.jp/1410kyougakurabira.pdf
http://omachirosan.sakura.ne.jp/douga/dougalist.html
http://omachirosan.sakura.ne.jp/omatirosankiyaku1603.pdf
http://omachirosan.sakura.ne.jp/zimukyokutuusinsheet.html
http://omachirosan.sakura.ne.jp/sankousyasinn.html
http://omachirosan.sakura.ne.jp/keikakusyohinagata.xls
http://omachirosan.sakura.ne.jp/passworderrer.html
http://www.jwaf.jp/
http://mixi.jp/view_community.pl?id=5964850
http://www.jma.go.jp/jp/g3/
http://www.geocities.jp/nagano_rosan/
http://www.yamareco.com/modules/yamareco/userinfo-4894-data.html
http://www.d3.dion.ne.jp/~snowro/yamaten.htm
http://www.nmaj.org/top.htm
http://photozou.jp/mypage/top
http://www.naganogakuren.net/tozanMap/index.htm
http://www.yama-tomo.jp/
http://www.yama-tomo.jp/
http://blog.goo.ne.jp/yamanoasioto
http://www.japanesealps.net/
http://www.grn.janis.or.jp/~n-rosan/
https://www.facebook.com/junichi.miyajima.98
http://www.naganoken.jp/smc/
http://www.geocities.jp/takakura2ti/
http://senshu-rozan.sakura.ne.jp/
http://w1.avis.ne.jp/~nakajima/
http://www.geocities.jp/iwayabu04/
http://josho.main.jp/
http://www.pref.nagano.lg.jp/police/sangaku/
http://www.yamakei-online.com/
http://homepage2.nifty.com/sakuyamanokai/
http://police.pref.toyama.jp/cms_sec_police/6231/kj00001280.html
http://www.yamareco.com/
http://www.saku-ac.org/
http://www.pref.yamanashi.jp/police/sangaku/
http://matsurosan.web.fc2.com/
http://www.kitaalpsgifu.jp/
http://www.hbc.jp/pro-weather/index.html
http://www.shirabiso.net/
http://www7b.biglobe.ne.jp/~komaganesangakukai/
http://www.hbc.jp/pro-weather/index.html
http://www.geocities.jp/ina_yama/
http://sennsyuurosann.my.coocan.jp/linkpe-zi.htm
http://omachirosan.sakura.ne.jp/gakusyuu/batenai&sin100meizan.pdf
http://omachirosan.sakura.ne.jp/gakusyuu/batenai&sin100meizan.pdf
http://omachirosan.sakura.ne.jp/gakusyuu/teping.pdf
http://omachirosan.sakura.ne.jp/gakusyuu/dezikamesatueipoint.doc
http://omachirosan.sakura.ne.jp/gakusyuu/freeclibmingnokiso.pdf
http://omachirosan.sakura.ne.jp/gakusyuu/hikingsoubi.pdf
http://omachirosan.sakura.ne.jp/gakusyuu/kousyozyunnnou.doc
http://omachirosan.sakura.ne.jp/gakusyuu/hodakagainennzu.pdf
http://omachirosan.sakura.ne.jp/gakusyuu/ropeworkkiso.pdf
http://omachirosan.sakura.ne.jp/gakusyuu/sutorettihoka.pdf
http://omachirosan.sakura.ne.jp/gakusyuu/setuzyogizyutu01.pdf
http://omachirosan.sakura.ne.jp/gakusyuu/ropeworkouyou.pdf
http://omachirosan.sakura.ne.jp/gakusyuu/ikinobiru.pdf
http://omachirosan.sakura.ne.jp/gakusyuu/setuzyougizyutu02.pdf
http://omachirosan.sakura.ne.jp/gakusyuu/tadasiiarukinobori.pdf
http://omachirosan.sakura.ne.jp/gakusyuu/anzentozan-handbook.pdf
http://omachirosan.sakura.ne.jp/gakusyuu/anzentozan-handbook.pdf
http://omachirosan.sakura.ne.jp/index.html
http://omachirosan.sakura.ne.jp/kousinrireki.html
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雪上技術03～06 つるべ登攀 安全登山ノート（夏） 

クライミンク゛システム１ 確保のシステム 

剱岳ハ゛リエーションカ゛イ

ト  ゙

凍傷と低体温症 

(『登山医学入門』より） 

登山のための栄養学 

(『岳人』06・9月） 

いざというときの補助ロー

フ°活用術 
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登山届け義務化 7月１日から長野県条例で、登山届けが義務づけら 

れました。県のホームページから届けられますが、インターネット環境がない 

方は、下の登山計画書を拡大コピーし、記入してファックス送信しましょう。      

（ 問い合わせ 県山岳高原観光課 TEL 026-235-7251  FAX 026-235-7257 ） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山行データ-― 南アルプス北岳～農鳥岳  

 6月2５日(土)～28日(火) 報告者 勝野秀次郎  同行1名  

  

ルート；広河原－北岳－間ノ岳－農鳥岳－北岳山荘（3泊4日） 

日程・コース 

6月25日(土) 

 長坂 IC(合流)7：00－芦安9：30－(バス)⁻広河原12：00 

－14：30白根御池小屋／泊 

6月26日(日) 

 御池小屋6：00－北岳－11：30北岳山荘／泊 

北岳はトラバース～キタダケソウ順番待ち・ハクサンイチゲ大群落      

6月27日(月) 

 北岳山荘6：30－間ノ岳8：10－11：00農鳥岳11：10 

－14：00間ノ岳－15：30北岳山荘／泊  雷鳥♀1羽 ヒナ7羽を見る 

  6月28日(火) 

   北岳山荘7：00－(カンバ沢)－11：00広河原11：30－芦安12：30 

   －長坂‐17：00穂高 

    

  キタダケソウ目当てに白峰三山に行ってきました。今年は雪解けが早くてハク   

サンイチゲの大群落が見られ、その中にキタダケソウがわずかながら残っていま 

した。大勢の人で順番待ちと言う状況でしたが、念願の初対面を果たすことがで 

き大満足です。 

ハクサンイチゲの中の白い花なので、花だけでは見分けがつかず、葉っぱで分 

かると言う感じです。シカ等の食害対策として、何ヶ所か保護のためにネットで  

覆ってあるところがあり、箱入り娘状態でした。 

珍しく7羽ものヒナを連れたお母さん雷鳥にも会いました。 

 北岳山荘に2泊しましたが、2食付き8700円でシュラフを持ち込むと 1000円 

安くなるとか‥。連泊のメリットか、2日目の朝食が白身魚のフライでした。 

名物あるじの到着時の『お小言』‥，『遅いじゃあネェか‥』『いやぁ 小屋の 

朝食が遅くて‥』『そうだよなぁ。あそこの朝飯は遅いッ‼』と言う程度でした。 

 好天に恵まれた白峰三山でしたが、下りのカンバ沢ルートは所々日陰に雪だま 

りがあり、また薮の中を漕いで歩く所もあって、北アに比べるとちょっと整備不 

足の感がありました。              (聞き取り・文責 森田) 


