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2016夏山合宿・リレー縦走(第 行程)  
   報告者：仙波美代子 中尾CP場～焼岳ピストン 

   同行者：鈴木  均 中尾CP場～焼岳～西穂山荘～鍋平駅 

  
 急きょ、参加が二人となったため、当初の予定の逆回りのコースとなり、駐車場

での幕営となった。大町を 24日午後 1時半発。予定通り 16時には登山口の中尾駐

車場を視察、テントを張る鍋平駐車場には 16時半着。早速、一から教わりながら設

営。今どきのテントなので簡単にできたが、山の上で張るときの注意事項など忘れ

ないようにしたい。7時頃には各自持参の夕食を準備、ささやかな祝杯をあげて、8

時前には就寝タイム。標高も低いためか、とても暖かく、明日の天気を祈って休も

うとしたら、ぱらぱらと雨の音。明日は晴れてくれるといいけどと思いつゝも、自

然の音は心地よく、子守唄にいいかもと思っていたら、眠りに就く前に止んだ。10

時頃、トイレに起きると、満天の星空。翌日の好天を約束してくれているようで、

安心して本格的な眠りに就いた。 

 25日早朝、朝食を済ませて、テントの撤収が終わったのが 4時半。中尾駐車場を

4時 55分出発。まだ暗く、林道から近道登山道の入口の標識が見えず、登山口まで

は、結果として林道を歩いた。（下山時に歩いてみると、時間的には私の足ではそ

れほど変わらないようだった。標識は黒地に白輪郭の黒字なので暗い中では眼につ

かない筈） 

 岩の混じった登山道は、昨夜の雨で滑り易く、この 2週間ほど腰痛でほとんど動

いていなかった私は、脚がとても重く、ゆっくり目に歩いてくれている鈴木さんの

後をついて行くのがやっとで、中尾峠が近づく頃には大分遅れがちになっていた。  

8時 15分峠着。私は当初の予定通り、焼岳ピストンを決断。鈴木さんはもちろん

縦走で、峠で分れ夫々のペースで進むことに。ここからは仙波のみの記録となる。

実歩行焼岳上り、1時間 20分、下り 45分、中尾峠からの下りは 3時間 15分。焼岳

の山頂には、さすがに多くの登山者、それも若者が多く、中には山頂で鍋を囲んで

いるパーテイもあり、いまは大丈夫らしいけど活火山では？ 御嶽の教訓はいか

に？？と考えてしまった。 

 14時には下山し、車でしばし休憩のあと、鍋平の駐車場へ着いたとき、鈴木さん

より連絡が入り、予定のタイムで進んでいる様子。逆回りの登りになったのに凄い

なあと思う。何度か連絡しながら、ロープウエイ駅で合流したのが 16 時半くらい

で、きっちりした鈴木さんらしく時間は正確で、私の希望でチップ制の露天風呂に

入り、さっぱりとして大町には 20 時半ころの帰着。テントのイロハから教えてい

ただき、登山の楽しみ方が広がって、来年の夏山が楽しみになった。 

仙波    

西上州 鹿岳 (かなたけ 1015m)  

2001年 5月 12日 土田 幸男 (単独) ・・・ツッチーの引き出しから           

東京方面から上信路を下って下仁田インター手前まで来ると、正面にカッシュー 

ナッツのような岩峰が見えます。それが鹿岳(かなたけ)で、同級生が新婚旅行で御

荷鉾峠から赤久縄へテント泊した山域で、行って見たい所でした。 

5 月の連休明け、家族が留守なので出かけてみました。コンビニで昼食を買い、

登山口まで来ると、「鹿岳登山者用駐車場」と書かれた空き地があり、駐車させて

もらい出発です。廃屋と思われる建物の横から登り、急な道を行くと小さな沢に出

ました。沢から再びの急登。「鹿岳 50 分」とあります。 

道は奥武蔵と違って所々崩れ、それがいかにも「西上州」らしい。しばらく登る

と尾根上の分岐点に着きました。今まで暗かった杉林から解放され、雑木林の明る

い道を行くと一ノ岳、摩利支天の祠があります。 

展望は、浅間山は見えませんが、下仁田の街並みから両神山や八ヶ岳、荒船山と

広大です。ミツバツツジはもう終わっていますが、ヤマツツジは満開です。誰もい

ない頂上でコンビニおにぎりを食べました。 

分岐まで戻り、時間も早いので二ノ岳にも行きました。尾根の北東を絡み、梯 
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西上州鹿岳(かなたけ)の岩峰          鹿岳山頂から見る両神山 

子とロープで頂上に着きました。今まで顔を見せていなかった浅間山が見えます。

ここから駐車場まで一気に下りました。まだ 10 時半にもなっていないので今度は

観音岩を登ることにしました。 

不動寺まで車で移動し、コンクリの道を歩きましたがこれがきつい。不動寺の横

を通り、まっすぐ行く上底瀬の道から左へ行きましたが、すぐに「馬の背」で幅は

50ｃｍもなく、両側は切れています。渡り終えて梯子や鉄の手すりを使い、灌木帯

に入って一息つきました。 

ふり返ると不動寺と観音岩が南画のようです。次に出てきた長い梯子を登ると今

度は大岩が道を塞いでいます。岩の方に「御岳神社」との矢印があるので「ここが

観音岩」と勝手に決めつけて岩の上で休憩しました。山々は見えませんが、上底瀬

の集落は美しく、新緑、芽吹きも気持ちがよくなります。 

下りは来た道を戻り、馬の背で緊張して駐車場に着きました。 

【コースタイム】さいたま市 5：10－7：15駐車場 7：25－8：35一ノ岳 9：10－9：21二

ノ岳 9：30－10：35不動寺P－11：10御岳神社小祠・観音岩 11：25－11：55不動寺P 

 

近況報告   土田 幸男 

 3 月に変形性膝関節症に、また前からあったのですが、脊椎間狭窄症が悪化し、

3 月末の「水路回修」でさらに進み、「歩くのがやっと」の状態になりました。  

「治療は手術、ブロック注射があります」と言うことでしたが、どちらもした

くないので、ストレッチと筋トレにしました。ストレッチと筋トレをやり、復活

をかけて連休後雨引山へ行きましたが、熊ノ倉岩の下で断念して下りました。尾

根下から鉄塔までの下りで膝と腰が悲鳴を上げ、また休養となりました。 

2009 年、「景色と空気」を求めて首都圏から引っ越し、「毎日山三昧」と思っ

ていたのですが、この体たらく‥。アルプス等と贅沢は言いませんが、せめて里

山を目指して、毎日ストレッチと筋トレ 40分。週 2日のリハビリ通院です。天気

と体調を見て、散歩も加えて「復活」を夢見ているこの頃です。 

【報告とお礼】 土田さんより、機関紙発送用の封筒を沢山いただきました。

以前にもA4 用紙と封筒を大量に頂き、ここ 2 年は用紙も封筒も買っていませ

ん。この場を借りてご報告し、御礼申し上げます。     機関紙担当 

  

 登山の食料 「塩羊羹」     横田 竜三 

  

 今回は、私のお奨め行動食についてレポートしてみようと思います。 

 今は色んな行動食がありますが、イチオシの商品は上記の「塩羊羹」です。昔は甘

納豆、柿ピー等と、時代を感じさせる(昭和初期、加藤文太郎)が、カロリーメイトやソ

イジョイ、オールレーズン等の喉の乾く系、スニッカーズ等の超甘い系、色々ありま

すが、お奨めは「塩羊羹」です。200円で 20個入っています。コストパフォーマンス

最高‼ しかもツルンとして喉が渇かない。そのまま、いけます。欠点は少し重いこと

と、2～3本食べないとあまり満たされないことでしょうか‥。 

 羊羹は非常食としても腐らないので日持ちがよいです。チョコレート等は、昼はベ

トベト溶け、冬は固くなりすぎで、カロリーが高いのはいいのですが、結構気を遣い

ます。まぁ人それぞれですけど、一度お試しあれと言うことで推奨します。 

 7 月から殆ど山に行ってなく、紅葉も始まりまして、これからの季節が山行、一番

いいんじゃないかなと思っています。他の方のお奨めもお願いします。 

                                  ではまた‥ 
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西穂～奥穂・ジャンダルム  平林英市 

               2016 8・20～22 

 

この行程は過去に於いて

西穂から 2回と槍ヶ岳から

1回縦走しています。会員

のみなさまもご存じのよう

に、結構体力と技術にいて

シビアなコースだと認識し

ています。 

来年 2月に古希を迎える

に当たって、どうしてもハ

ードな山行がしたくて計画

しましたが、なにせここ数

年山行をしていません。体

力的に不安を抱えながらの

山行になる予感が頭をよぎ

りました。 

8月 20日、自家用車で午

後の出発となりました。上

高地 1時、西穂山荘に向け

て出発。歩き始めて 1時間

もしないうちに、肩に食い込むザックが気になり始めました。梓川が長く清く流れ

るその岸辺に、帝国ホテルの赤い屋根が次第に遠い眺望になり、その反面、稜線を

近くに感じて高度を稼いだという実感が湧きました。 

4時半、山荘テン場到着。満杯のテントで、隅っこにやっとテント設営。山荘の生

ビールが本当においしく、喉が潤いました。 

21日。快晴の中、5時出発。昨日の疲れが取れない。若かりし頃と比較して体力

の衰えを感じる。西穂頂上 9時。ほとんどの登山者は西穂で引き返す。ロープウエ

イを利用してきて、いきなり西穂山頂を目指すのはあまり感心できません。高度順

応ができず、高山病になる可能性があるからです。 

ほとんど登山者がいない中、P1・

P2 を通過して眼前に間ノ岳のキレ

ットが見えて来る。このアップダウ

ンのきついキレットを越えて行く

ことに躊躇してしまった。 

10 時 15 分、間ノ岳到着。天狗

の頭に向かって登る。逆層スラブを

登るが、ここでは珍しく一列の順番

待ちとなっている。1人の女性がス

ラブの途中で動けなくなってガイ

ドが苦労して誘導し、時間がかかっ

ている。ちょうど良い休憩になった。 

天狗の頭 11時 40分着。垂直の岩

場を下って天狗のコルに着く。ここ

からは沢伝いにガレ場を下ると岳沢

に降り、上高地につながっている。 

12時 20分、ジャンダルム到着。 

憧れのジャンダルムに 8年ぶりに

立った。素晴らしい展望で、前穂高

岳が眼前に迫っている。ゆっくりと

360度の景観を楽しむ。 

13時 15分出発。登る時より下りは緊張する。ロバの耳を緊張の連続で通過して、

いよいよ今回最大の難関、馬の背にかかる。荷物が重くてバランスが取れにくい。

やっとの思いで馬の背を越えるともうすぐ奥穂高岳。14時 35分着。 

3190mは北アルプス最高峰、日本で 3番目に高い頂からの眺望を楽しみにしていた

が、ガスがかかり何も見えなかった。 

15時 20分、奥穂高岳山荘テント場。昨日の西穂テント場は満杯だったが。疎らな

の中にテントを設営し、ビールを飲んで今日の無事を祝う。 

翌 22日は 6時にテントを撤収して帰途に就く。 
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船窪小屋 小屋じまいの記   じゅんちゃ 

   

10 月 10日(祝) 

朝 4 時過ぎ，ヘッドランプを点灯し、ひとり七倉尾根を登る。気温が低いので快

調に登ることが出来た。船窪小屋は 10 月 10 日で営業を終了し、11 日下山となるの

で先を急ぐ。登山道から北葛岳、槍ヶ岳が展望できる。日陰には霜柱ができて冬の

到来を感じさせられた。 

    

9 時頃船窪小屋に着くと『船窪道しるべ』の会員がすでに小屋閉めの準備を進め

ており、お茶を飲みながら休憩中。ナナカマドの実も赤くなって山に映える。 

小屋を閉めるには、水タンクの清掃が必須である。I君が手慣れた方法で清掃し

てくれた。またフトン等も外で干すことも必要。 

   

10月 11日 

   

朝、船窪小屋ではNHKのラジオ体操が恒例のようだ。ヘリポートで小屋番Sino

さん始め、宿泊されたお客様も一緒に体操が北アルプスを望みながら行われた。        

天気は快晴で日の出が最高。船窪小屋のランプも本日で今シーズンの役目を終

える。囲炉裏も鉄瓶もご苦労さん!! 

今シーズン最後の荷下げのヘリが朝、飛来し手際よく吊って飛んでいった。 

小屋の中は大忙し。布団等をブルーシートに包んだりして越冬準備。大阪から

手伝いに来ているSioちゃんは今シーズン 12回船窪小屋に登って来た。 

最後の仕事は倉庫と小屋玄関を板で釘止め作業。H君と勝爺が作業中。 

9時半、勝爺を先頭に全員で七倉に下山。天気も最高で暖かい小屋閉めであった

かと思う。昨年は雪が舞ったのに‥‥。 

 

船窪小屋は来年７月１日の小屋明けまで長い眠りに就く。 
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第 12回(9月 20日)・13回(10月 4日)例会の報告 
 
1；9月 6日～10月 10日の山行・行事実績 
①9月 9日(金)～12日(月) 船窪小屋手伝い：宮島 
②9月 10日(日)～11日(月) 船窪～北葛：仙波＋12(烏帽子の会) 
③9月 17日(土) 西穂独標：神津＋1 

 ④9月 24日(土)～25日(日) 中尾温泉～焼岳～西穂山荘～新穂高温泉：鈴木 

               中尾温泉～焼岳往復：仙波 

 ⑤9月 25日(日)～27日(火) 船窪岳：勝野 森田高(来年加入予定) 

 ⑥9月 30日(金) 第 5回 50周年を語る会： 

勝野 古畑文 小山 谷口 北條 森田 

⑦10月 1日(土)～2日(日) 早月尾根～剱岳往復：勝野＋1 

⑧10月 3日(月)～7日(金) 涸沢・徳沢キャンプ：勝野＋1 

⑨10月 2日(日) 物見の岩(岩トレ)：鈴木＋3(県連有志) 

⑩10月 7日(金)14：00～16：30 50周年を語る会(5回) 労働会館 

⑪10月 9日(日)～10日(祝) 東日本女性登山者集会（富山）：鶴川( 

⑫10月 9日(日)～10日(祝) 稲子岳南壁：鈴木＋3 

⑬10月 10日(祝) 黒班山：尾形 古畑文 津田 鶴川栄  

 

2；当面の山行・行事予定 

① 10月 16日(日) 京ヶ倉募集山行 詳細は別途 

② 10月 23日(日) 風吹大池 4日現在の参加予定者 9名 

③ 10月 13日(木)～15(土) 大キレット(リレー縦走残ルート) 

            または大滝山・鉢盛山予定：鈴木 

④ 10月 16日(日) ライチョウサミット(山博)：鈴木 

⑤ 10月 18日(火) 安達太良山：仙波 

⑥ 10月 19日(水)～20日(木) 甲武信岳予定：鈴木 

3；リレー縦走の経過と残ルートについて  

① 槍ヶ岳～北穂高岳～奥穂高岳‥10月 13(木)～15(土)予定：鈴木 
② 鹿島槍ヶ岳～五竜岳‥個人山行でカバー 勝野 

③ 白馬鑓ヶ岳～唐松岳‥個人山行でカバー 勝野 

④ 蓮華岳～船窪岳～烏帽子岳‥個人山行でカバー 勝野 

4；秋の公募山行について 

 一般募集 参加申し込み状況 5名(4日現在)  

 会員の参加予定 11名 

  総合リーダー(挨拶)：谷口  ウォームアップ＆クールダウン：鶴川栄子 

先導：尾形 鶴川栄子      山名紹介：鶴川栄   最後尾：宮島   

   歌唱：桑原         会計：石井 

5；50周年記念関連 

①ごんぞの発行に関して 

会員の原稿は 10月末締め切りとする 

10月 7日(金)の 50周年を語る会で具体化する。 

②祝う会について 

日時：11月 26日(土) ※伊藤正一さんを偲ぶ会の日程と調整必要 

場所：黒部観光ホテル 

実行委員会：谷口(委員長) 鈴木 小山 宮島 古畑文 鶴川 

  第 1回実行委員会は 10月 7日(金)16：30～ 

③50周年記念のシャツ・小旗について  次ページ    

※中止した計画 

9月 16(金)～19日(祝) 谷口 南アルプス  

9/18～20 鈴木：北穂東稜＆北穂池  

10月 1日(土)～2日(日) 谷口：磐梯山   

 

稲子岳南壁 10月10日（鈴木＋県連３名） 

天気が悪かったので一日延期し、９日昼白馬発。10 日アタックしました。 
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大町労山 50周年記念Ｔシャツについて 
 

モンベルにオーダーします。 

① デザインは、右の白い部分のみを布地（ｳｨｯｸﾛﾝの山用）胸にプリントします。B5

くらいの大きさ。 

② 男性は、下の「①②展開色」から選んでください。（ホワイトは意味ないので事実上８

色）女性は、右下の「③展開色」から選んでください。女性で、ライトグリーン等

の男性用を希望する場合、サイズを 1～2ランク落とせば、ほぼ問題ないそうです。 

③ 実際の色は、印刷よりかなり明るいです。気になる方は、安曇野インター前や白

馬などのモンベル店で確かめてください。（但しオーダーＴシャツの色と店員に言

って下さい。モンベル店内で販売されているモンベル製品の色とは微妙に違いま

す）代金は、1 着 3000 円程度。（プリントしないＴシャツ「男性用半袖の場合、

2200 円」に版代及びプリント代が必要です）合計 31 着以上で 100 円以上安くな

るので、可能なら布地の色違いで 2枚以上注文してください。 

⑤ どの展開色にも白プリントするので、どの色を希望しても代金は変わりません。 

 ※「ダークネイビー」は、いわゆる濃紺です。印刷では、「レッド」は赤く見えませんが、 

実際には濃い赤です。「カメリア」は濃いピンクに近い感じです。 

  

注文は、１０／２４まで

に、サイズ・色・枚数

を会長または鈴木ま

で連絡下さい。（最

終は 10/31） 
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年代 1960年代 1970年代 1980年代 1990年代 2000年代 2010年代 備考

０年

※年不詳の資料
 年 /  阿弥陀岳登山写真
 年 /  第?回バスH・唐松岳

※( )内氏名は資料提供者

3/25 第14回総会(北)
5/20 ごんぞ16号(北・小)
7/13 第3回バスH・唐松岳
12/15 OWAC(岩登りグループ)

3/  第24回総会 ?未確認
7/1 第13回バスH・風吹大池
　　(北・写真)※未確認
10/13-14 富士山(北)※未確
認

5/28 烏帽子岳
3/  第44回総会
★会員数21名

１年

 /   第15回総会
3/24 ごんぞ17号(北)
4/21 ごんぞ18号(小)
5/26 ごんぞ19号(小）
6/23 ごんぞ20号(?)
7/5第 4回バスH・雨飾山

4/　第25回総会(北・議案書)
7/21 第14回バスH・乗鞍(北)
 /  ごんぞ25号

5/13 飯縄山(北)
6/17 高妻山(北)
7/22-　 仙丈岳

3/  第45回総会
★会員数22名

２年
3/25 第16回総会(北)
7/11 第5回バスH・乗鞍岳

4/14 第15回総会(北)
6/30 ごんぞ25号(小)
7/26 第15回バスH・雨飾山

(北)

10/25 湯俣噴湯丘
11/19-23 宮之浦岳

 /　ごんぞ 号
3/  第46回総会
★会員数22名

３年
 /  蓮華温泉写真
7/  白馬-朝日岳・蓮華温泉

3/26 第17回総会(北)
3/26 ごんぞ21号(小)
7/10 第6回バスH・爺ヶ岳
8/9  ごんぞ22号(小)

3/23 第27回総会(北)
7/25 第16回バスH・
　　　　東天狗(北)
 /   ごんぞ26号

8/23-24 夏合宿写真
 /  ごんぞ 号

3/  第47回総会
5/19  鍬ノ峰募集山行
10/19 京ヶ倉募集山行（初）
★会員数25名

４年

4/2 第8回総会(資料=北條)
5/3-5 白馬大池春山合宿
5/2 ごんぞ8号
6/25 ごんぞ9号
7/  ごんぞ10号(資料=小山)
8/  ごんぞ11号
 /  ごんぞ12号
★会員名簿・規約あり

3/26 第18回総会
3/30 労山だよりNO1
4/25 労山だより(北)
7/8 第7回バスH/白馬大池
(北)
★労山だよりNo3,No4(5/15),
No5,No7,No8,No10(8/7),No11
,No14,No15

3/22　第28回総会(北)
5/18-19 シシャパンマ(桑原)
 /    ごんぞ27号(北)

3/23 第38回総会

3/25 第48回総会
5/5 穂高岳南稜遭難
5/18 鍬ノ峰募集山行
8月 女性委・夏休みin小谷～
　　福島の子ども達交流支援
10/19 京ヶ倉募集山行
★会員数27名

大町労山５０年史・P１
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年代 1960年代 1970年代 1980年代 1990年代 2000年代 2010年代 備考

５年

※年不詳の資料
 年 /  阿弥陀岳登山写真
 年 /  第?回バスH・唐松岳

※( )内氏名は資料提供者

6/6 ごんぞ14号(小山)
11/ ごんぞ15号(北條)

5/3-10 利尻岳登山
       (20年記念)
5/28 第19回総会
7/21 第8回バスH・白馬大池
★労山便り№1～21

2/5  ごんぞ27号(小)
3/14 第29回総会(北)
7/23 第18回バスH・瑞牆山

(北)

12/20 ごんぞ28号(小)

1/31 大町労山知る会

3/24 第49回総会

5/8  ニレカピーク登頂

7/4  山の歌を歌う会

★募集山行(鍬ノ峰/京ヶ倉)

★50周年記念リレー縦走開始

★遭対基金10年間無事故表彰

★会員数29名

６年

7/中　大北労山準備会
7/下　結成記念山行
　　　　（白馬大池）
8/7　県勤労者山岳連盟加入

6/2  ごんぞ17号
6/27 風吹大池記念山行
 /   10周年記念行事

8/3 第9回バスH・爺ヶ岳
 /  県一斉クリーンハイク

3/26 第30回総会
4/   乾徳山(北)
6/23 赤岳(北)
11/30 30周年祝賀パーティ
11/30 ごんぞ30年記念号(？)
★名簿あり

★会員数25名

3/22 第50回総会

★50周年記念リレー縦走

★50周年記念事業・50年史・

　ごんぞ・祝う会・シャツ等

★募集山行

　(5/14鍬ノ峰 10/13京ヶ倉)

★遭対基金無事故表彰(2年連

続)

★会員数32名(10/10現在)

７年
夏　白馬～白馬大池縦走
　　（15名）

3/  ごんぞ16号 7/26 第10回バスH・爺ヶ岳

5/25 女性部交流戸隠飯縄山

(北)

6/8  戸隠連峰・高妻山(北)

7/5-17 スイスアルプス

     (30周年記念登山)

 /   夏山合宿写真

8/23-24 30周年記念,劔・立

山

8/   30周年記念登山特集

(小)

★会員数24名

８年
 /  白馬岳記念登山
 /  爺ヶ岳(写真)

3/20 爺ヶ岳合宿(北條)
5/16 12回総会
8/23-24 南ア(北條)
8/24 硫黄岳(北條)

7/24 第11回バスH・唐松岳

 /   夏山合宿・仙丈岳
3/   ごんぞ(小)
8/22-23 甲斐駒ヶ岳
12/  ごんぞ(小)

★会員数24名

９年
4月中　第3回総会
★大北労山→大町勤労者山の
　会(大町労山)に名称変更

3/27 第13回総会(北條)
4/28-30 春山合宿(北條)
 /   雪上訓練
 /   ネパールヒマラヤ
     トレッキング(北條)

3/28 第23回総会(北)
7/23 第12回バスH・白馬大池

5/23  中ア風越山(北)女性委
8/28-29 夏山合宿・唐松五竜

岳

        (北・写真)

★会員数21名

大町労山５０年史・P2


