
 

 

 

- 1 - 

 

 

  

   

   

 
 

大町労山 50周年を祝う会 開催迫る  
  

 大町労山創立50周年を祝う会の開催が間近となりました。1967年の創設から今

日に至るまでの半世紀におよぶ我が『大町労山』。そのあゆみに関わる会内外の多数

の方々の参加によって 50 年の歴史を振り返り、また今を見つめつつ記念すべき集

いを大いに盛り上げて、新たな前進の足場を固める場にしようではありませんか！   

集いへの参加と役割分担、当日発行の『ごんぞ』編集への協力、50年史編纂等々、

会員のみなさんのご協力をお願いします。          

           大町労山 会長  谷口 伸二 

 

●名称 「大町勤労者山の会」創立 50 周年を祝う会  ※ 服装は平服 

●日時 11月27日（日）6時 開会    5：30開場  準備4：30～ 

●場所 黒部観光ホテル TEL：0261-22-1520 ﾁｪｯｸｲﾝ 14：30〜  

●会費 日帰り(テーブル形式) 5000円 泊(４人１部屋） 9000円  

●次第予定                      
Ⅰ セレモニー 6：00～6：45 

 司会：開会の辞 

1 会長挨拶                    

2  来賓挨拶（県連・もと会員）            

3 記念報告 「ニレカ(6169ｍ)を登頂して」小山守彦    

Ⅱ 会食・懇親 6：45～9：00 

4 乾杯 

5 50周年を振り返るスライド上映 

6 歓談 

7 メッセージ紹介 

8 「大町労山を語る」（旧会員ら、時間がある限り） 

9 山の歌全員合唱（数曲ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀで上映） 

10 閉会の辞 

11 記念撮影             ●二次会 実 費 

2016・京ヶ倉募集山行に参加して  森田  高 
 

京ヶ倉(生坂村)990m～労山で初の登山である。 
6時 30分、家を出る。道の駅(安曇野松川)に着き、外に出ると肌寒いが、天気

はよさそうである。 

ほどなく 20人ほどが集合、出発し、8時に登山口に着きウォームアップ。里山

のようであるが、登山道は梯子やロープがあり、岩場では一歩一歩慎重に歩を進

める。眼下からは賑やかな声が聞こえ、里山の素晴らしい風景にしばし見とれて

しまった。 

  同行の皆さまはベテランの方ばかりで、途中、キノコやクモ

の巣話しで、楽しく登山することができました。                                     

  途中では、自己紹介と歌を合唱して楽しみ下山。私には初め

ての経験で、長野の方々の山を愛する永い歴史を感じたひと時

でした。 

   

お世話していただいた谷口様、鶴川様、宮島様，素晴らしい

歌声を聴かせていただいた桑原様，ありがとうございました。 

ベテランの方々との今後の交流が楽しみです。 
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甲武信ヶ岳山行   9月 30日(29日前泊) 

いくババ    メンバー  鈴木さん、勝野さん、古畑(文)さん、細田    
9月 29日午後 3時、待ち合わせて高速に乗り

長坂インター下車後、川上村の毛木平駐車場に

向かう。明日早朝出発のため、前泊するためだ。  

途中のスーパーで、今日のつまみと飲み物を

各々購入。駐車場でテントを設営する頃には、ヘ

ッドライトが頼りとなるほど日が落ちていた。  

鈴木さんが持って来てくださったテントは、

久々の設営との事、みんなで悩みながら建てて

ゆく。ようやく今宵の寝る場所が出来上がると、

先ほど買い込んだおつまみと、各々持ち寄った

食料で、ささやかな？宴会と食事が始まった。古畑家差し入れの松茸御飯をいただ

く頃には、明日のため就寝することになる。突然、笛を吹くような高い音が聞こえ

る。後で勝野さんが外へ出たら、暗闇に光る目が見えたそうで、正体は鹿。その後

も数回聞こえたが、眠りにつく頃は、辺りは静けさの中でした。  

  翌朝４時起床。食事とテントの撤収等で、出発は 5時 45分になってしまい、今

日明るいうちに帰れると良いなと思う。昨日から天気を心配していたが、雨は降っ

ていない。思う程寒くなく、歩き始めると汗ばんで上着を脱ぐ。林道から登山道に

なっても、足に優しい。ハイキングのように樹林帯の中、川を見ながら、また渡り

ながら進む。倒木が多いが、木々の間の苔がとても美しい。7時 40分ナメ滝到着。

しばし川の流れを楽しむ。この先登って行くと、千曲川源流にたどり着く。鈴木さ

んが、千曲川という響きがとても良いと言った。確かに他の川の名前に比べると、

メロディに乗りそうだ。8時 50分、「千曲川信濃川水源地標」に到着、小休憩。今

日は行程が長いので、少しずつ行動食を口に運ぶ。少し下った所にある、源流の水

を飲んでみる。すっきりとした、清らかな水といった感じがする。休んでいると急

に寒くなる。早々にザックを背負い、歩き始める。ここら辺からは急登になり、木

の根に足を取られたり、石の道になる。急に登山らしくなる。稜線に出ると、道は

益々ガレ場になって行く。頂上手前で、風に備え一枚上着を着る。9時 45分甲武信

ヶ岳山頂到着。雲海の上に山々、遠くに富士山が見える。空が青い。思ったほど風

はなく、気持ちが良い。早速、山頂碑を囲んで記念撮影。空身で、甲武信小屋を往

復する。結構下るので、帰りがきつそうだ。予定タイム通り 35 分かかった。ここ

で、ピストンにするか、三宝山、十文字峠方面を回るか決めることになっていたが、

そのまま周遊することとなり、早々に出発す

る。これからが長いと聞いていたので、頑張

らなくては。最初は急な下りだったが、それ

からはシラビソの樹林帯を、緩やかなアップ

ダウンで抜けてゆく。千曲川源流の遊歩道の

ように、綺麗な苔の林が続く。もののけ姫の

世界のようだなと思う。光の射す林を写そう

としたが、上手くいかない。記憶に留めるだ

けにして先に進む。11 時 30 分、埼玉県最高

峰と言われる三宝山到着。山頂での展望は無

いが暖かく、休憩に丁度良い。女性の三人連

れがお昼を食べていた。甲武信ヶ岳は、結構

たくさん人がいたのに、こちらのルートは、

行き合う登山者が少ない。その分自分たちだ

けで味わえるようで嬉しい。下って行って 12

時 10分尻岩に到着。大きく丸く白い岩。う～

ん角度によっては、そう見えるかも。恐竜のお尻・・？ ここから原生林の中を進

むと、白く丸長い重なり合った岩がドーンとある。何とも不思議な形で、上の岩ほ

ど大きかったりするが、よくバランスが取れているなと思う。岩を巻くようにして

登る。進入止めが入っている岩峰を見て、足場がどうのと言う会話が出る。先日の

岩トレの成果なのか、岩にもさっそく興味を持つようになる。ピークに登った辺り

で、岩の上からの展望が望める。気持ちが良い。きついアップダウンはあったが、

会話がはずむと疲れが飛んで行く。山道にはシャクナゲの群生があり、季節には見

事なのだろうと思う。大山からは下りの鎖場が２回続く。私達だけなので落ち着い

て降りる。古畑さんが、このコースは変化に富んでいて遊園地みたいだねと言う。

確かに色々楽しませてくれて、長丁場なのに飽きさせない。十文字小屋 14時 30分

到着。小屋前の素敵なベンチで休憩。ここにも大きなシャクナゲがあり、花芽が多

くついている。さて出発。長い下り坂が始まり、疲れた足に負担がかかる。駐車場

まで、1 時間半程。頑張りどころだ。遊歩道の様な所まで降りると、急に楽な下り

になる。千曲川源流狭霧橋を渡る頃には、この景色も見納めかと、もう一度ゆっく

り眺める。16時 10分、駐車場到着。ヘッドライトを使わなくて良かった。みんな

で、お疲れ様と挨拶する。長時間だったが、とても良い経験させていただいた。皆

様に感謝です。帰りに寄った、南牧村の灯明の湯の湯温が低く、なかなか暖まれな

かったのは、残念でした。 

甲武信岳頂上 

千曲川源流 
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里山逍遥 黄葉の長峰山から光城山へ   
11月 10日(木) 報告者；古畑文子 同行者；鈴木 津田 鶴川 細田 森田 

 

 平日の里山を歩こうと言う鶴川さんの企画に基づいて、晩秋の長峰山～光城山を歩

く。やや肌寒い日ではあったが、黄色く色づいたダンコウバイやカラマツの林を歩

き、長峰山からは全方向の展望を楽しんで、昼食にはキノコうどんを賞味した。 

 

 10日，9：30、道の駅松川に集合の 5名と松本からの 1名が安曇野市明科の雲龍寺

登山口に集合。これに先立って下山口となる長峰荘の登山口に細田・森田の車を置

き、縦走に備える。 

 9：35出発。雲龍寺からの登りは急階段の墓地から始まる。急登を過ぎてしばらく

行くと林の中を辿る緩やかな道となり、30分弱で『山神さま』『石神さま』『三峰さ

ま』と書かれた立て札に行きつく。矢印に沿って 100ｍほど進むと 2つの祠があっ

て、標柱には『三峰山・三峯神社』『大山・阿夫利神社』等と書かれていた。 

 そこからはほぼ平坦な道を辿ってすぐに長峰山表参道に当たる林道に出る。林道を

進めば長い道のりだが、すぐ先のパノラマパークと言う大きな看板のある所から林道

を離れて山道に入る。この道は散歩コースと言った感じで、道の脇には思い思いの言

葉がかかれた真新しい石柱や道祖神等が置かれてあったり、東屋風の休憩所、トイレ

などがあった。 

 道は一旦表参道に出た後、再び林道に入り、ゆったりした勾配のふかふかの道を、

ドウダンツツジやカエデの赤、ダンコウバイの黄色い葉に感嘆の声を上げながらのん

びり歩くうちに、雲龍寺から 1時間半ほどで 933ｍの長峰山山頂に至る。 

 

 正面(西)の目の高さには雲があるが、その上には常念岳が頭を見せ、北に鹿島槍ヶ

岳がひときわ白く光って浮かび上がっているのが印象的だった。 

 

 

山頂には『歴史の塔』と銘打ったモニュメントがあるものの、展望は南北に木があ

って今一つだったのが、近年木製の展望台が出来、これによって東西南北四方向を眺

望することができるようになった。 

 その展望台に登って全方向の山々を堪能。遊歩道を下って『天平の森』CP場の脇

にあるデッキに陣取り、女性陣の手によるキノコたっぷりのうどんを頂く。 

 

 さて、長峰山でゆっくりし過ぎて時間が押したが、せっかくの機会なので光城山を

経由して田沢口まで歩きたいと言う要望が出てここで 2つに分かれ、細田・森田の 2

名が長峰荘に下って車を田沢口に移動することになった。 

 当然ながら長峰山－光城山分だけ縦走組が余計に歩くことになり、長峰荘に下った

2人は早々と田沢口に着いて 4人を待つことになる。 

じっと待っているのも芸がないので迎えと言う意味ではないが少し登って中腹辺り

で合流し、14：40下山となる 

 

本コースは 9時半に出発してのんびり歩き、長峰山で昼休みをたっぷりとってから

光城山に向かっても 15時前には田沢に下ることができると言うゆったりのコースで

ある。とりわけ晩秋のこの時期は気温もさほど低くなく、紅・黄葉も見ごろで『これ

ぞ里山歩き』と言うにふさわしいコースであること、併せて、平日山行としてこのよ

うな企画を増やす意義を訴えて報告としたい。          (木偶野呂爺) 
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長野県山岳遭難統計  横田竜三 

 山行の他に山岳遭難ウォッチャーとして山岳における遭難を毎週気にかけて、人の振

り見て我が振り直せと表向きはそんな感じである。が、話のネタ、他人の失敗を笑う？

いや自分が笑われないように遭難事故をよく見ている。 

 表題の「長野県山遭難岳統計」とはご存知でしょうか。これは長野県警が毎年6月に

情報開示している 1 年単位の遭難事故を取りまとめたものです。私は仕事がら、（土木

工事の現場監督をしています）事故が起きると原因を追求し、事故の再発生を防ぐこと

をよくします。昔は「怪我と弁当は自分持ち」と言われ、自分の責任であって、他人に

は責任はない。「It’s a own risk」というべきもので、昔、現場監督にはそれほど責任は

なかった。 

 しかし、今はリーダー（監督）の責任であり、日々安全対策を講じる毎日である。刑

事事件として逮捕されるからです。少し脱線しましたが、よくある安全教育に「ハイン

リッヒの法則」というものがあります。1：29：300、1つの重大な事故（死亡事故・半

身不随）のうらには 29 の軽微な事故（切り傷、捻挫）があり、300 のヒヤリ・ハット

（ヒヤリと背中が寒くなること、ハッと口をあんぐり開ける驚いたこと。例として、尻

餅を着いた所が崖の一歩手前でハッとする等）があります。これは統計上のこととして

よく知られています。自動車免許の更新の講義にも使われたりします。 

 大事なことはこのヒヤリ・ハットです。300回もの経験をまずひとりでするのは不可

能なので、この「遭難統計」が役に立つと思っています。 

 話を戻して「長野県山岳遭難統計」ですが、自分では 2000年から読み出して、早や

16年です。2000年と言えば八方スキー場のガラガラ沢でニュージーランド人3人が雪

崩でなくなるという大事故があり、2年前には五竜スキー場より上の地蔵の塔から北斜

面にて早大山岳部OBの爺さんが3人行方不明になりました。昔は個人情報などそんな

に厳しくなく、所属の山岳会名等も載っていました。今は年齢と現住所の都道府県名、

性別ぐらいです。 

 今どうして山岳遭難統計かというと山岳遭難は発生件数、救助件数ともに右肩上がり

であり、特に「中高年は山岳遭難の8割を占める」からです。私も中年になり遭難を経

験しました。2014.年GW奥穂高岳です。この会も若者は数えるほどであり、中高年の

方がほぼ9割を占めています。気を引き締める意味での記事です。 

 今年10月に起きた大峰山系弥山での遭難事故で、13日ぶりの生還がありました。反

対に10月 10日の三連休では涸沢岳で大学生が転落死。残念です。 

 山に何を求めるかは人それぞれですが、「ヤマレコ」というちょっと自慢系の山行Ｈ

Ｐを鵜呑みにしても仕方ないと思います。例として、山スキーでは「先生」と呼ばれる

金沢の内科医が有名で、１dayで新穂高~槍を朝 3時くらいから出発し、昼の 3時くら

いには滑走して降りてくるというのをしています。普通の人はやらないですが、若く体

力のある人は挑戦しようとしても仕方が無いと思います。上記の大学生はなまじ体力が

あるだけに日帰りの日程などでは？ 

本題の長野県山岳遭難統計ですが、PDF で見ることができます。H27 年のものしか

見ることは出来ませんが、興味のある人は是非一読おすすめします。 

 岐阜県は「山岳白書」にして、よく似たようなものを PDF 化して閲覧できるように

しています。富山県はないのです。警察庁は全国の遭難統計グラフ等で個々の遭難は載

っていません。 

 

 劔岳(早月尾根) ＆ 上高地の 8 日間 勝野秀次郎  
10月 1日(土) 

大糸線－糸魚川－9：30に富山でT女史と合流し、女史の車で番場島へ。登山口 

11：00発。6時間で早月小屋着・泊 

10月 2日(日) 

5：30起床。小屋を6：30発。9：00剱岳登頂。山頂には3人だけだったが、剣沢か   

ら 5～6 人のパーティーが来て混雑してきたのですぐに下山。12：00 に早月小屋着。 

(下界は土砂降り)17：00に富山市内の民宿着・泊 

10月 3日(月) 

富山から安曇野経由で上高地へ。小梨平で幕営。 

10月 4日(火)－7日(金) 

 8：00発－14：00涸沢で幕営 

10月 5日(水) 

 7：00－11：00北穂高岳－12：00北穂高小屋泊(ビール・トマトソーススパゲティ・

キーマカレー，味よし) 

10月 6日(木) 

北穂高小屋 7：00－奥穂高岳山頂往復－ザイテンから下山－14：00 涸沢～テントが

ペシャンコ(ポールが折れ、紐が切れていた)～修理し、干して幕営  

10月 7日(金) 

テント撤収8：00－パノラマ新道－12：30嘉門次小屋(イワナ塩焼き・昼食)－16：30   

小梨平幕営 

10月 8日(土) 

 小梨平(雨上がりを待つ)9：00－11：00さわんどP／解散－帰宅 
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東日本女性登山交流集会に参加して 
                                             つるちゃん 

10月 9日～10日、2日間の日

程で「東日本交流集会 in 富山」

に参加してきた。長野県連からは、

上田こまくさ、川西、大町各1名、

長野 2 名の 5 名が参加。長野を

除く 3 人はいい機会だからと新

幹線で行く。私は長野から乗った

が、上田から乗った仲間の足元を

見た瞬間アッと思った。なんと登

山靴を駅のホームに忘れてきて

しまったのだ‼   

駅にTELして富山に向かう。

１時間で着き、富山地鉄で千垣駅へ40分，TXで会場の国立立山青少年自然の家へ。す

でに集会は始まっていた。150 人規模とあって会場の中は熱気ムンムン。「文化として

の登山～より楽しく・安全に」が今回のテーマ。 

 講師の柏澄子氏の「女性に向けて、人生それぞれのステージで息長く山を楽しむため

には」と言う講演を聞いたがあまり掴みどころのない内容であった。次に「活火山 弥

陀ヶ原の噴火史と現状」この話は室堂周辺の硫黄の臭いがする場所の様子をリアルに聞

けたので良かった。分科会の「ライチョウという鳥～立山のライチョウを中心として」

もここでしか聞けない内容の濃いものでライチョウの生態系を知ることができた。 

 国立の自然の家ということで、今回、飲食は一切厳禁。なので、交流会は酒なし・・・。 

なんか各自分の会の状況説明みたいな感じでした。参加者の高齢化？？若者はいません。

白髪のおばさんばっかり。60代の私たちが若いと言われていたのです。外見はそうです

が山に登りたいという意欲はすばらしいものがあります。こうした集会には数えると 7

回くらい参加していますが、いつもそんなハツラツとした女性たちから元気をもらって

きます。北は青森県、西は石川県、関東からが一番多く参加されていました。 

 翌日は交流登山でしたが、主催者側のミスで希望した登山コースではなく違ったコー

スに名前が載っており、全く事前知識のない大辻山（1361ｍ）へ登りました。雨こそ降

りませんがガスで何も見えない中を登りました。風吹みたいな感じの山でなんとなめこ

も結構あり楽しんで登れました。山頂はガスで展望なし。30人ほどの団体でしたが、富

山県連のリーダーは下見をしていないのか、統率が取れていなく休憩なのか何時に出発

なのか、そしてリーダー自らがなめこ取りに藪に入ってしまって止まったり、また動い

たりと往復5時間位のコースを歩いてきました。 

最後に「山筋ゴーゴー体操」の著者、石田良枝先生の整理体操で筋肉をほぐしました。

ちなみに先生は大学の教授を退官した、65歳から山に登り始めたそうで、年齢を重ねて

も日頃のストレッチをしっかりとやれば、筋肉の衰えを防げるとのことで、自分が考案

した体操を実践して下さいと話されていました。そして、自分の体力に見合った山に、

安全に登れればいいですね！！これが最大の収穫かな・・・。 

生涯現役～中高年対策の具体化を 森田義彦 

 ここのところ鍬ノ峰や京ヶ倉募集山行の参加者や、その後の入会表明について、

主として年齢的な関係から、制限を設けるべきであると言う意見が出され、取り敢

えず、参加人数を絞ることで対応しようとしているように見える。 

 参加者や入会に関わって、『真に責任が持てるのか』と言う観点に立てば、『責

任を持てないから』と言う理由でご遠慮願うのも至極尤もであると言えなくはない。 

 けれど、一方で『果たしてそれでいいのだろうか』と首を傾げる部分がある。 

 

 募集山行で参加を呼びかけておいて、来た人の年恰好を見て『あなたはダメです』

と言うことが果たして許されるのかと思うからである。 

募集をかける以上、少なくとも参加の条件を明確にする一方で、可能な限りその

条件を緩和して、可能な限り受け入れる方針と、対策、受け容れられない場合の明

確な根拠を用意した上での募集山行でなくてはならないと思う。 

労山が、地域に潜在する、あらゆる登山要求に可能な限り応えると言う使命を持

っているとするならば、それは必須のことであり、ツアー会社が募る募集山行とは

一線を画す『募集』であることの本来的な意義と、それに伴う責務であると考える。 

 

 高齢化に伴う体力・運動能力・技術力の低下は避けられないことであり、いずれ

自分達もその域に行きつくことになる。 

では、自分達が思うように動けなくなったら、どこかに線を引いて自ら去ってい

けと言うことになりはしないか‥‼? 長年、苦楽を共にしてきた仲間が、自らの判

断で去って行くことを、ただ見送るだけでいいのだろうか。（次ページへ）  
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2013年1月10日 中央線で高尾山                 2014年1月5日 木曽路に集う 

 

そのような事態は、実は現実に進行していることを誰でもが感じているように

思う。それに対して、私達はあまりに無策ではないのだろうか‥。 

年齢制限の問題は、外に向かっているようでいて、実は会の内部にも向かっ 

て、一人ひとりに『自分はいつまで登れるのだろう』と突きつけていることでも

ある。少なくとも、それに該当すると感じている人にとっては、そうなのではな

いだろうか。  

 年齢に依る運動能力や技術力の後退には個人差がある。持病を抱えてドクター

ストップと言うこともあるかもしれず、年齢だけで線引きできるものではない。 

募集山行に関わって年齢制限や人数制限を設け、リスクを減らそうとする前

に、会内部の高齢者対策こそ優先されねばならない課題なのではないだろうか。 

高齢化や持病のある人への対策を進めることに直ちに取り組むべきであると考

える。 

 

具体的には、組織内に高齢化担当の部署を設けることから、取り組みを始めて

はどうだろうか。 

その部署では、年齢や持病のある無しを問わず、個々人について、各月例山行

への参加の適否，アドバイス等を検討するのである。 

責任を持てるかと言われると『担当がGOサインを出したのだから』即OKと

言うことにはならないよう、担当者は 1人であっても、それは例会に提起し検討

されるべきであろうと思う。 

適切なアドバイスをし、決定はあくまでも例会での検討を受けての、本人の意

思に委ねるにしても、リスクがある場合は曖昧にすることなく率直に指摘するこ

とが肝要であろうと思う。 

同時にAの山がダメならBの山をと言う風に次善の山行を提起すべきである。

会山行が若くて強健な人だけを対象にしたものにならないよう、里山やハイキン

グを中心に据えた山行を提起して行くことで、生涯現役として、会の活性化も図

りながら、個々人の健康づくりを進めることができるのではないかと思う。 

  

第 14回(10月18日) ・15回(11月1日) 例会報告 

1；10月 11日～11月 10日の山行・行事実績 
① 10月 15日(土) 県連理事会； 
② 10月 15日(土) 蝶ケ岳；鈴木 
③ 10月 15日(土) 京ヶ倉下見；谷口 
④ 10月 15日(土)～16日(日) 下の廊下；勝野＋                    
⑤ 10月 16日(日) 京ヶ倉公募登山； 
⑥ 10月 16日(日)ライチョウ会議：鈴木 
⑦ 10月 23日(日)風吹大池きのこ狩り山行 

谷口・尾形・津田・神津・古畑文子・鈴木・桑原・横田・鶴川栄子＋県連 7 

⑧ 10月 26日 仏崎岩ﾄﾚ：勝野・細田・古畑文子・鈴木            
⑨ 10月 29日～30日 甲武信岳：勝野・細田・古畑文子・鈴木 
⑩ 10月 31日(月)～11月 2日(水)甲斐駒ヶ岳～鋸岳：勝野＋7 

⑪ 11月 10日(木) 明科から光城山 8：30松川道の駅集合 担当 鶴川栄子 

2；当面の山行・行事予定 

① 11月 17～18日 谷川岳 

② 11月 24～30日の間の天気の良い日に、初冬の蝶ヶ岳を予定。 

③ 12月 18日に雪上訓練（場所は五竜地蔵の頭付近）土日可であれば、土曜日訓練し

て中遠見あたりで幕営、翌日大遠見あたりまで行くことも検討。 

④ 12月 23日 恒例の赤岳。ほかに黒斑や天狗岳も検討。 

⑤ 正月明けに守屋山  

⑥ 1月 8日に青春 18切符で行くハイキングか山 

⑦ 1月 15日に富士山を見る山を予定 

⑧ 新年会をやるなら 1月 21日(土)で、翌日スキーまたはスノーシュー山行 

⑨ 1月 29日は県連の交流山行（たぶんスノーシュー）。 

>補足  

11月 14日(月)15：20から、夢枕獏氏らのエベレストトークショーと映画「エベ  

レスト～神々の山嶺」(白馬村ウィング 21)あり。申し込み不要ですべて無料 

 


