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2016夏山合宿・リレー縦走(第７行程) 双六～槍ヶ岳  
     報告：北條和男     同行者 谷口・鈴木＆宮島（双六まで） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8月19日（金）新穂高→柏原新道→双六小屋 

 8:00：登山口から林道を歩き始め、わさび平小屋で休憩してからしばらく行く

と小池新道の登りとなった。石がゴロゴロする道が永遠に続く。汗をかいては

絞りを繰り返し、13:20：鏡平小屋に到着し昼食。天気は晴れで蒸し暑く、石が

ゴロゴロ。こんな道は初めて山です。双六小屋に 16時過ぎに着きました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8月20日（土）双六小屋→西鎌尾根→槍ヶ岳山荘 

 双六小屋から宮島さんは別行動（黒部五郎岳と裏銀座）で分かれ、谷口、鈴

木、北條で槍ヶ岳に向かいました。5:50：双六小屋を出発し、しばらくすると、

槍・小槍がきれいに見えました。小屋を出る時は快晴でしたが、10時頃から雨

が降り出し、カッパを着て登って行くと前が見えず、ゆっくりゆっくり登り、

11時頃槍ヶ岳山荘に着きました。自炊場にはストーブも有り、お湯を沸かしな

がら夕食までゆっくり飲み食いしました。外は本降りとなりました。 

 

 

８月21日（日）槍ヶ岳山荘→飛騨沢→槍平 

→新穂高 

 前日が雨だったので、4時起きで槍ヶ岳山

頂に登る。ご来光と雲海が素晴らしく焼

岳、富士山・・・360度のパノラマを楽し

む。朝食後の6：40槍ヶ岳山荘発で飛騨沢

を下り新穂高温泉に13：00頃下山。 

 鏡平小屋へのアプローチが長かった。 
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シシウドヶ原 わさび平小屋の水鉢 

鏡平小屋 シシウドヶ原 シシウドヶ原 

鏡平小屋 双六小屋とテント場 

双六小屋 硫黄乗越付近からの槍 
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リレー縦走第 3行程  爺ヶ岳〜五竜岳 9月 2日〜4日 

記録・報告者；イクばば  同行者；鈴木 谷口 

先日、鈴木さんから、今回の山行、三人だけれど、テント泊出来る？と確認の

電話。私、テント泊はしたことあるけれど、装備を背負っての山行は初めてなの

です。昨年、テント泊に憧れて、シュラフ、カバー、マット、リュックは買い揃

えていったものの、今年は出番が無さそうと、思い込んでいました。まさかここ

で、出番とは‥。 

9月 2日、5時 30分大町 Kさん宅集合。6時30分爺ヶ岳登山口（柏原新道）から

登り始め、「よいしょ」とリュックを背負うが、重い！重い。先ほどの計量で 15キ

ロ近くある。最初からへこたれそう。私以外のお二人は、もっとずっと重い。いつ

も、すれ違う大きなリュックの人を見て、すごいとは思いつつ、実際自分で背負っ

てみると大変だと実感する。 

登って行くに従い、リュックの位置も定まって、段々苦痛が少なくなる。休憩。

しばしリュックからの解放。水分補給をしながら、一息つく。天気は晴れているが、

そんなに暑くはない。道端に花はほとんど無く、ひたすら登るのみ。尾根上からは、

針ノ木岳が見える。10時 50分種池山荘着。 

休憩を取り、爺ヶ岳南峰へ向かう。昨年の日帰り山行の登りの急さを感じない。

考えている余裕がないからかもしれない。11時 45分南峰頂上。立山、劔岳が美し

く雄大だ。種池山荘の赤い屋根が見える。ここまで来たことが嬉しく感じられる。

ここで昼食を摂り「しばし休む。12時 30分中峰頂上。ここからは起伏があるが下

りが続き、赤岩尾根分岐を経

て、冷池山荘に向かう。せっ

かく登ったのに、降りるのが

惜しい。でも下りの方が幾分

楽だ。 

14時過ぎ、冷池山荘到着。

申し込みの後、水の確保をし

てテン場に向かう。と言うの

も、山荘から往復 16分かか

るからだ。着いたと思って喜

んでいたが、そこからの 8分

が長くて遠い。テン場は、広

く張れる所があまり無く、やや坂にな

っている。隣と近いが、ギリギリに張っ

て夕食準備となる。さすが、お二方は手

慣れている。ジンギスカンと切ってき

て下さった野菜。熱々をほうばれば、今

日の疲れも飛んで行く。18 時半にはテ

ントの中へ。でも私は、往復 16分のト

イレと翌日分の飲み水を買いに行かな

くてはならない。うっかりした。ヘッド

ライトを付けてこなかった。帰りは坂道上りのうえ、足下が見えにくい。息を切ら

して到着すると慌ててシュラフにもぐりこんだ。高台にあるので外はやや寒かった

が、快適に眠りにつく。え、雨音。 明日大丈夫かなぁ。 

朝は、周りの物音で目が覚める。４時半には起きて、テント内で朝食を摂る。昨

夜のアルファ米で雑炊にする。身支度を終え、準備運動かたがた山荘を往復。朝日

が眩しい。心配された雨は昨夜だけで、今日も上天気だ。６時出発。 

 

ここで、少し不安が出る。五竜山荘までキレットを越えて 9時間強。今日が一番

きつい行程だ。着く時間が心配される。

それでも、劔岳、立山のパノラマを見

つつ、頑張って鹿島槍ヶ岳に向かう。

チングルマが綿毛になっていて、朝露

で光っている。この辺りは、お花畑な

のだろう。この次に来るときは、花の

時期に来てみたい。 

7時布引岳山頂。向

かいに鹿島槍ヶ岳の

双耳峰がそびえ立つ。

その頃から、鈴木さん

の調子が悪そうであ

る。進みが悪くなり立

ち止まる事が増える。

リュックが重そうで

辛そうにも見える。そ

れでも頑張って、鹿島 冷池ﾃﾝﾊﾞからﾓﾙｹﾞﾝの剱岳 
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槍ヶ岳南峰に 8 時 15 分到着。ザレ場の道を上り下りしてきたが、しっかり踏みし

めないと、リュックの重さで足元が不安定になる。 

南峰到着後、キレットを越えて行くことに時間と体調が不安ということで、北峰

まで行って種池山荘に戻る事に決まる。そこで、南峰にリュックを置いて手ぶらで

北峰に向かう。南峰からの下りは急峻で、リュックを背負っていたら、頭から落ち

そうだ。吊尾根からの双耳峰は 双方とも迫力がある。 

9 時半北峰山頂。南峰に比べて登って来る人も少なく、ゆったり過ごす。雲海が

素晴らしい。風が心地よく、山頂の景色に見入ってしまう。五竜岳、白馬、行くは

ずだったキレット小屋を覗き込む。谷口さんは寝そべっている。何と贅沢な山頂で

の時。通り抜けていれば、味わうことのできない時間。このままゆっくりしていた

かったが、種池まで帰らなくてはならない。重い腰を上げ再び南峰へと 11 時頃戻

る。リュック、ありました。 

下りは登りよりは楽だけれど、滑りやすいので慎重に下りる。景色を楽しみなが

ら、話をしながら冷池山荘を経由して、爺ヶ岳に向かう。爺ヶ岳登りでは、体調が

心配された Sさんも復調してくる。 

15時半。爺ヶ岳の巻き道を、もう少しで種池山荘というところで、ハイマツの中

からひょこひょこと顔を出すものが見えた。あれあれと見ていると、そこかしこか

ら、わらわらと雷鳥の雛たちが顔を出す。親と思われる一羽以外は、ヒヨヒヨと鳴

いている。茶色に白が混ざった羽色。大きさも様々。全部で 8 羽。疲れも忘れて、

見ていると、またハイマツにもぐってしまった。その後も、4羽見かけて 12羽見た

事になる。元気に育って冬を越して欲しい。             

16時、種池山荘着。このまま下山もと考えたが、ビールの誘惑（私ではない）に

負け、テント設営。翌日 6時 40分下山し始めて 9 時 20分登山口着。初めての経験

が多い中、サポートして下さった、お二方に感謝でした。 

車を置かせて頂いた、Kさん宅で出してくださった、地物のスイカ、最高でした。

ご馳走さま。 

機会があったら、またテン

ト泊したいと思いました。 

扇沢発，針ノ木・蓮華越，裏銀～槍ヶ岳大縦走 
  
 勝野秀次郎  同行者 3名   8月1日（月）～6日(土) 
 

 8月 1日(月) 扇沢 8：00－柏原新道－15：00新越山荘泊 7時間 
     前夜は温泉郷に泊。宿の朝食に合わせて 8：00の出発となる。11時過ぎに   

種池小屋に着き、ゆっくりラーメンを食べて 12時頃出発。新越の手前からら
雨となり、以後は降りっぱなしで山荘には 15時着。宿泊者は 20名くらいで
ゆったりしていた。 

8月 2日(火) 新越山荘 6：00－蓮華岳 12：30－18：00船窪小屋泊 12時間 
山荘を 6：00に出て針ノ木岳まで約 4時間半。針ノ木峠を越えて蓮華岳ま

でが約 2 時間で 12：30 から蓮華の下りに入るも、その頃から雨となり合羽
を着る。蓮華の大下り(523m)は後半、急下降の鎖場の連続となり、鞍部まで
2時間、鞍部から北葛岳までは急登(276m)を 1時間強で 16時前に北葛岳着。
北葛岳からは 235m下り 193m登り返して七倉岳、更に 15分程で 18：00 船
窪岳着。蓮華岳からは雨中 6時間で、北ア初体験の男性が足が傷めて遅れ気
味となり、鎖場で滑る場面もあって女性 2名を先行させ、30分遅れとなる。
蓮華岳の下りではコマクサの白花が見られた。宿泊客は約 20名。 

8月 3日(水) 船窪小屋 6：00‐12：00不道岳－15：45烏帽子小屋泊 10時間 
 船窪小屋からは道の悪さもあり、6時間かかって 12時頃不動岳着。池塘
や花を楽しみ、烏帽子岳は見るだけにして 15時半烏帽子小屋着。この日は
早めに着いてビール、焼酎等を立て続けに飲んですこし目まいを感じた。 
宿泊者は 30名ほど。足を傷めた男性はリタイアして船窪小屋から下山。 

8月 4日(木) 烏帽子小屋－6：30水晶岳－16：00三俣山荘泊 9.5時間 
  6：30に小屋を出発し 9時に野口五郎岳着。水晶岳への中間付近で NHKの 
取材班が撮影をしており待機させられる。丁度休憩するタイミングだからよ
かったが、休憩直後であれば調子を狂わされる。水晶岳を 11時半、ワリモ
岳を 12時半に通過。鷲羽岳を巻いて 16：00に三俣山荘着。小屋は 2枚の布
団に 3人が寝ると言う混雑だった。 

8月 5日(金) 
 三俣山荘‐6：30双六小屋－槍ケ岳－14：30殺生小屋泊  9時間 

6：30出発。三俣蓮華岳には登らず、巻き道を通って 9時過ぎに双六小屋
着。ここで女性 1名が鏡平へ下山。15時前に肩の小屋に着くもガスで、一
旦は登頂を見合わせたが、その後晴れて 15時半に登頂。16時に殺生小屋に
着く。松本労山の H氏がいて歓待される。 

8月 6日(土) 殺生小屋 7：00－16：00上高地－17：30沢渡－20：00穂高 
7：00発。上高地に下って大休憩後、沢渡に移動して入浴・食事。17時

半発、20時帰着となる。            
聞き取り・文責；森田 鹿島槍北峰から白馬・五竜方面を望む 
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じゅんちゃのひとり夏山合宿   

双六・三俣蓮華・黒部五郎・鷲羽・烏帽子岳縦走  

  

 

昨年の夏合宿は天候不順のため中止となったが、本年は天候に恵まれた。今回の縦走

はわがままを言って双六小屋から単独で烏帽子まで歩くことにした。 

 新穂高温泉駐車場は満杯のため、鍋平駐車場に移動し駐車したので約 30 分ほど時

間のロスとなった。林道を歩き、わさび平小屋で休息。左俣林道からわかれ、鏡平小屋

で休息。弓折岳分岐を過ぎると小雨が降りだし、あわてて雨具を着るが、雨はしばらく

して止み、双六小屋に到着。テント場はカラフルなテントが多く張られていた。双六小

屋の宿泊は久しぶりで一番奥の部屋は定員6人で、そこに 4人で泊まったのでゆっくり

休むことができた。 

翌朝は天気快晴で、ここで槍ヶ岳方面と三俣蓮華岳方面に別れることになる。地図を

見ると三俣蓮華岳までは3ルートあるので中間道を行く予定であったが、巻道に入って

しまい引き返すのもいやなのでそのまま三俣蓮華岳頂上に登る。眼下には今日宿泊する

三俣山荘が見える。頂上からはこれから向かう黒部五郎岳が遠望でき先を急ぐ。 

黒部五郎小屋はかつて上高地にある西糸屋山荘が経営していたが、売却した経緯があ

り、私の持っている古い登山ガイドブックの表紙はその黒部五郎小屋の写真である。 

小屋の管理人にノーマルルートでいくか尾根を行くかどちらがよいか尋ねたところ

一般登山道で行ったほうが良いとのことだったので頂上を目指す。水は豊富でこと欠か

なかった。頂上には太郎小屋から北の俣岳経由の登山者が多く見受けられた。 

眺望を楽しんだあと、黒部五郎小屋にもどる。ここには常時かけ流しの水が蛇口から

出ておりお腹一杯飲む。天気が下り坂なので急いで三俣山荘に向かう。案の定、小雨に

あうことになるがほどなく止む。 

 

三俣山荘には初めて宿泊である。夜は、駐在している医師の高山病予防講義を受ける。

早朝、鷲羽岳に向かう。頂上から槍ヶ岳が遠望でき、眼下には鷲羽池も見える。 

先が長いため水晶小屋に向かう。リュックを置いて水晶岳を往復し、その後野口五郎

小屋でお昼を作っていると、大きなリックを背負ったＩ君がお昼の準備をはじめた。話

をすると、自宅から車で 5分ほどのところに住んでいた。彼は 45㎏のリュックを背負

って餓鬼岳を出発し、北アルプスを一周し最後は親不知海岸まで 25 泊の縦走途中であ

った。すべての食糧はノーデポで、水は一切小屋では購入しないというルールを自分に

課していた。 

彼は山から帰ってきたあと、彼女と自宅に遊びに来てくれ、一緒にどこかの山に行こ

うかと話がはずんだ。 

その後、烏帽子小屋で宿泊し、翌朝烏帽子岳を往復してブナ立尾根を下山。仙波さ

んに七倉山荘から信濃大町駅まで送っていただき、今回の縦走は無事終了した。 

 

西穂高岳  平成28年 8月14日（日） 塩原琴子 

 

参加者は、谷口さん、鈴木さん

と塩原の3名。 

天気は、稜線に上がるまではガ

スがあったものの、稜線上は晴れ。

青空が広がり、適度な風があって、

山行適期。 

7 時半西穂高ロープウェイで鍋

平発。8時半西穂山荘。9時丸山。

9 時 45 分独標。独標から山頂ま

では岩稜帯なので、慎重に三点支

持を意識して進む。10時半ピラミ

ッドピーク。11時15分山頂。風

も強くなく、ゆっくり30分ほど休憩。間ノ岳山頂あたりに何人か人がいるのが見えた。

また、ジャンダルムからまさに来たという方もいた。次の目標にしたい。 
 

谷口さん、鈴木さんがしっかり先陣をきって行かれたので、頼もしく、安心していけ

ました。いつもありがとうございます。 
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身近な人の遭難を思う      鈴 木 均 

 

例年より１ヶ月雪解けが早いと言われ、それに伴って高山植物も一月早く開花し、月

末の燕岳ではコマクサが一部枯れ始めていた。８月下旬になって、ナナカマドの実は赤

くなり始めている。    

白馬大雪渓は早くから秋道ルート、針ノ木雪渓も上部の一部だけが残り、剱沢の雪渓

も崩壊が激しいという。下廊下の開通が早いとの話もある。唐松岳途中にある扇の雪渓

は、学校登山の昼食休憩場所になるが、先日唐松から祖母谷に行ったときに見た雪渓は、

例年の四分の一程度で表面は黒く、とても中学生らが弁当を広げる気にはならない無惨

な光景になっていた。 

いつもの夏より、なぜか蝉の鳴き声が少なく、蜂やアブが多いと村の人の声。この夏

は、白馬村も例年以上に暑いように思える。幸い熊の被害は全県的に少ないが、猿と二

ホンシカが北アルプスに押し寄せてきている。昨年、猿に咥えられたライチョウの写真

が衝撃的だったが、今夏「ライチョウサポーター」に対し、大天荘に泊まって東天井岳

周辺の猿の追い払い作業や火打山に調査に入るサポーターの要請があったが、なかなか

日程が難しく応えられなかった。 

そんな今年の夏も終わりに近づいているが、私にとっては悲しい夏でもあった。大先輩

のＹさんが、西穂から奥穂へガイドしている途中で滑落し、亡くなられた。Ｙさんは労

山長野県連の創設間もない頃、副理事長もされていたと後から知った。高校時代から北

アルプスをカモシカの如く走り回っていたＹさんは、温和ではあるが優しい言葉で話す

中身は厳しかった。冬の富士山や八ヶ岳の氷壁などで、アイスクライミングから岩・雪

の手ほどきを何度も受けた。 

 Ｙさんを知る人は「Ｙさんが滑落？」と誰しもが言う。実際、登攀中ではあるが岩に

よるアクシデントではなく、詳しいことはわからないが、晩年、心臓の病気を持ってい

て、一種の「山の突然死」のようだったという。50ｍも滑落しながら、自ら這い上がり

携帯電話してヘリを呼んだが、天気が悪くヘリは飛べず。一夜ビバークして翌朝救助さ

れたが、だめだったらしい。壮絶な死といえようか。 

 「山にベテランはいない」と、私は常々思っている。少なくとも自分は常に初心者と

いう気持ちで山に接している。だれでも奢りはないだろうが、自然に勝てるはずはない

し、心の隙間があってはならない。 

 西穂は、現役時代の後輩女性が冬に滑落し、ピッケルが太ももに刺さってしまった。 

そのまま一晩ビバーク。翌日救助された。（その女性は、２年前冬の北岳で滑落し、亡く

なった）西穂高岳は、私個人にとっては、二人の山仲間を失った因縁の場所でもある。

西穂・奥穂・前穂そして北穂から続く槍の峰々は、まさにアルピニズムの世界である。

何度登っても心に残る山々だ。 

先日、Ｙさんが亡くなった場所までは行けなかったが、数年ぶりに西穂高岳に登った。

奥穂までの縦走も３回ほど行ったので、年齢的にはもう行くことがないだろうと思って

はいるが、続く岩稜を見るともう少し行ってみたいと思ったりもする。 

 ８月は、燕から常念、唐松から祖母

谷、新穂高から西穂往復日帰り、おな

じく新穂高～双六～西鎌～槍～槍平

～新穂高でフィニッシュかもしれな

い。軽く入笠山の予定もあるが、天気

次第だ。 

この秋は、どこの山に登ろうか。  

（大阪労山への原稿転載です） 

                            

 

ペルセウス流星群スペシャル ひと夏 3度の白馬大雪渓 

アルプス冒険学校(8 月 5 日～7 日)を終えた後，大雪渓からの白馬岳登山を心待

ちにしてトレーニングを積みながら体調不良で断念した女性を、縦走は無理でもせ

めて大雪渓を登らせたいと考え、もう一度白馬岳に登ることにした。 

機関紙 8月号発行をクリアーした 11日未明に猿倉駐車場に乗り込み、3時から歩

き始める。今夏 3度目の大雪渓、鑓温泉の下見を含めると 3週間で 4度目の白馬山

域山行である。 

驚いたことに、僅か 1週間前に歩いた大雪渓の下部 3分の 1はすでに消失または

崩落しており、このため雪渓歩きは大幅に短縮されたが、崩れやすく不安定な秋道

を歩かされることとなる。当てが外れたと言うか、やはり秋道よりは雪渓の方が歩

きやすいのは言うまでもない。 

3 度目ともなると体も慣れ、荷物を絞ったせいもあって体が軽く絶好調で、標準

タイムの倍の時間をかけて登る相方を見守りながらゆっくり登る。 
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避難小屋からはテン場を確保すべく先行したが、14時過ぎのテン場はすでに満杯

で、ロープ際の狭い斜面の隙間にかろうじてテントを張ると言う状況だった。 

好天続きの翌 2日、白馬岳登頂後、空身で杓子岳に向かったが、白馬鑓を間近に
見える辺りまで欲張ってもう 1泊することになる。好天時の停滞とは何と言う贅沢
か‥‼ 
奇しくもこの夜はペルセウス座流星群が極大を迎える日だった。ぐっすり眠って

バッチリ目覚めた 13 日午前 0 時、テントに潜ったまま顔だけ出して、夜空を見上
げると、すぐに白鳥座の十字架の軸に沿ってデネブからアルビレオに向けて 2等級
の星が走り、大小の流星の後、5つ目にケフェウス座の変形五角形の中を 1等級の
鋭く短い流星、さらに明暗・長短様々な流星が続く‥。最大はケフェウスから白鳥
に向けてマイナス 2等級、金星に匹敵するほどの堂々たる流星だった。 

その後も 1等級の明るい流星を見る等、1時間あまりで 22個を数え、満足して眠
りに就く。色んな山の上でペルセウス流星群に遭遇したが、これほど恵まれたのは
初めてである。不思議なことに、すべての流星は天の北極から南向き(天頂方向)に
流れ、地表方向に流れるものは皆無だった。 
『流れ星を見ながら夜道を歩きます』と言っていた上隣のテントの 2 人連れは、

翌朝『2 時に起きて見たらガスが湧いて来て見れませんでした』と言っていた。自
分達はまさにピッタリのタイミングだったと言えそうだ。 
 

つぶさに見た大雪渓の変化 
 

 初回の 7月 31日、大雪渓に取りついたのは午前 5時前で、その時は最初の急登
がツルツルに凍っていて軽アイゼンを持たなかったために苦労し、岩屑と雪渓の境
を歩いて何とかクリアした。2回目は 8月 5日で、この時はアイゼンがなくても歩
ける状態だったが、クレバスが発達し、また中間部の雪が融けて向こう岸が露出し、
大勢の人が休んでいた。更に 6日後の 11日は前述の通りで、13日の下山の際は、
雪渓を見ようと押し寄せる観光客との、不安定な秋道でのすれ違いが極めて危険な
状態だった。 
その後も雪渓の後退が進み、9 月からは大雪渓コースが登り、下りとも歩行禁止

になったとのこと。あちこちで『異常だった』と言う声が聞かれた夏だった。 
木偶野呂爺 

 

第 10 回例会(8月 16日)＆11 回例会(9月6 日)報告 

1；8月2日～9月5日の山行・行事実績                               
①8月 1日(月)～6日(土) 針ノ木・舟窪・水晶・鷲羽・槍：勝野＋3 
②8月 4日(木)～9日(火) 安達太良・磐梯・西吾妻山・蔵王・飯豊山：宮島単独 

③8月 5日(金)～7日(日) 白馬三山縦走冒険学校：森田＋4 
④8月 6日(土) 徳本峠越え：津田＋ 
⑤8月 7日(日)～8日(月) 唐松から祖母谷：鈴木単独 
⑥8月 8日(月)～10日(水) 奥穂高：細田＋2 
⑦8月 10日(水) 飯縄山：谷口＋1＋子 3 
⑧8月 11日(木)～13(土) 白馬岳：森田＋1  
⑨8月 14日(日) 西穂高岳：谷口・塩原・鈴木 

⑩8月 19日(金)～21日(日) 夏山合宿 新穂高温泉～双六～西鎌～槍～槍平～

新穂高温泉：谷口・北條・鈴木 

⑪8月 19日(金)～22日(月) 新穂高～双六～黒部五郎～三俣蓮華～鷲羽～水晶～烏

帽子～七倉：宮島単独          

⑫8月 20日(土)～22日(月)上高地～西穂～奥穂～涸沢～上高地：平林単独 

⑬8月 24日(水)～26日(金) 上高地～涸沢～北穂～上高地：仙波＋1 
⑭8月 25日(木)～27日(土) 岳沢～天狗沢～ｼﾞｬﾝﾀﾞﾙﾑ～奥穂～前穂～岳沢:勝野＋4 
⑮9月 2日(金)～4日(日) リレー縦走③(爺～鹿島槍)：谷口・細田・鈴木 

⑯8/24 第 3回 50周年を語る会：谷口・小山・古畑夫妻・北条 
 その他・個人山行  
塩原：４月北横岳・富士山＋２  ６月 美ヶ原 ７月 甲武信ヶ岳・蓮華岳・黒姫山  ８月 高妻山 
 

2；リレー縦走の残ルートについて  

①蓮華～船窪～烏帽子 ②槍～北穂～奥穂 ③西穂～焼岳 ④鹿島槍～五竜 

③を 9月 24日～25日に行く予定です。希望者は連絡下さい。 

3；秋の公募登山について 

日時 10月 16日(日) 京ヶ倉に決定しました。 
 

4；当面の山行・行事予定等 

① 9月 10日(土)～11日(日) 県連自然保護観察講座   

② 9月 16日(金)～19日(月) 谷口：南ア 

③10月 9日(日)～10日(祝) 東日本女性登山交流集会 

④ 10月 15日(土)～16日(日) ライチョウサミット  大町市文化会館ほか  

⑤10月 23日(日)きのこ狩り山行：風吹大池 決定しました。 

5；50周年記念事業関係進捗状況：  

① 記念誌作成状況                       

   ② 記念の集い（祝う会 11月末）や『ごんぞ』編集資料を収集     

③ Ｔシャツ図案案できました   ※ 祝う会の会場ご意見下さい       


