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大町労山 50 周年を祝う会，盛大に行われる

60 周年も 楽しく飲みましょう！
創立 50 周年の祝賀会は昔を振り返り、楽しく飲んで終わることができました。
これも偏に、会員の皆さんが体調管理・訓練・学習を重ね、重大な遭難事故も
起こさず安全登山に心がけてきた賜物だと思います。創立 10 周年記念登山の北
アルプス全山縦走、20 年の積雪期・利尻岳バリエーション登山、25 周年の屋久
島や各会員の海外登山、18 回も続けた 40 名～80 名参加の一般公募「バスハイ
ク登山」などすばらしい歴史がありました。この歴史と無事故記録を引き継ぎ
新たな峰「60 周年記念事業」に向け「安く・楽しく・安全に」を合言葉に大い
に山へ行きましょう！！
大町労山
会長 谷口伸二
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鶴川栄子

大町勤労者山の会は、昭和 41 年の創立から 50 年の歴史を重ねて、11 月 27
日にその祝賀会が開催されました。
当日は会場の黒部観光ホテルに、少し早目に集まり準備しました。皆さん表
情明るく、和気藹々の雰囲気の中、祝賀会が始まりました。谷口会長始め、県
連理事長である伊那山仲間の小平様、佐久アッセント会長坂本様、元会員の勝
野芳久様から挨拶をいただきました。
記念報告として、会員の小山さんによる「ニレカ（6169ｍ）を登頂して」と
題して、スライドを交えながらの報告がありました。山男の大終生を感じさせ
る素晴らしい報告でした。
会食、懇親会に移り、桑原さんの音頭で乾杯。勝野(芳)さんから、
「山へ行こ
う」の歌をこの場で歌いたいとの要望があり、歌唱指導を受けながら全員で歌
いました。会場がとてもいい雰囲気になって、50 周年を振り返るスライドを上
映しながらの会食が始まり、若き日の会員の姿と現実の今の姿に、様々な感想
や、感嘆の声で盛り上がりました。
途中、出席できなかった方からのメッセージの紹介があり、皆さん「足腰弱
くなり今は山から遠ざかっています」との声が多く 50 年の歴史の長さを感じさ
せられました。
その後、参加者全員にインタビュー、それぞれの思いを語ってもらいました。
大町労山の絆がますます深くなった時間でした。新入会員から、この会に入っ
て良かったとの声も聞かれました。
そして誰にも知らせず、サプライズ。小林前会長に花束の贈呈です。
『ええッ
俺!? 』と言いながらも満面の笑み。長
年に亘り、大町労山を支えてくれた労
をねぎらい、古畑文子さんからの贈呈
です。皆さんの拍手で会場がパアッと
明るくなり、源さんの笑顔が素敵でし
た。
盛り上がりの中、桑原さんのリード
で山の歌を合唱。閉会の辞は津田さん
に一本締めで締めてもらいました。皆
さんで記念写真に納まり、祝賀会は終
了となりました。

50 周年祝う会 写真集
会長あいさつ

記念 T シャツお披露目

小平理事長挨拶

若林さん

桑原さんの乾杯

交流(坂本・小林・春原)

小林夫妻

坂本さん

受けつけ

小山さんのニレカ報告

石井さん

勝野さん

春原さん

松川トリオ

小山夫人挨拶

桑原さん歌のリード

古畑さん・神津さん

司会進行の鶴川栄子さん

根橋さん

交流風景
種山さん

津田さんの一本締め
鈴木事務局長
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谷川岳山行
11 月 17～18 日

い く ば ば
参加者；鈴木 森田 古畑 いくばば

朝８時の改札を待って、ロープウェイに乗り込む。11 月の紅葉シーズンも終わ
り、さすがに平日、登山者は少ない。昨夜の雪もあって辺りは銀世界。リフトの
運行が除雪のため遅れ、登り始めは 9 時 05 分。青い空に、雪の谷川岳が美しい。
昨日の夜は寒かったので、今日の服装は最後まで迷い、結局しっかり冬装備。と
ころが、昨日と打って変わって今日は晴天、登り始めるとすぐ暑くなり、脱いで
薄着になる。森田さんはとうとう半袖姿。さすがに半袖は寒いので無理。でも動
いていると汗ばんで来る。
熊穴沢避難小屋 9 時 55 分着。小屋の見学をして休憩。
登りはきついのだが、時々
立ち止まって遠くの山々を仰ぐ。空気が澄んで気持ちがいい。
肩の小屋には 11 時 20 分着。真っ白な世界が広がる。休むとかなり寒くなり、
慌ててしっかり着込む。この温度差が厳しい。 軽く昼食を食べてトマの耳へ向か
う。1963ｍの山頂は風がきつい。早々に下りてもう一つの耳に向かう。
12 時 05 分、1977ｍ、オキの耳到着。相変わらずの晴天、四方八方見渡せる。
登頂記念の写真を撮ってから山々を教えていただく。山は見る角度で形が違って
くるのでなかなか分からない。『あの山は、登ったことがある』と、言える日が
きたいものだ。
12 時 35 分、肩の小屋反対側の道標から、ガレ沢のコルに向かって岩ゴロの道
を下り始める。雪も積もっているが、今の所アイゼンは履いていない。登ってく
る方と行き違う。途中はやはりアイゼンが必要だと言われた。急坂ではないが雪
があるため、滑らない様に慎重に進んでいく。

途中(から)滑りそうなのでアイゼンを付ける。雪には心強いが、岩には足を引
っ掛けそうで怖い。見返る度に谷川岳の猫の耳(私にはそう見える)が、ぴょこん
と見える。稜線が狭く岩場が多くなった辺りでアイゼンを外す。西黒尾根の稜線
が下に見え、その先が切れ込んで見えないのが不安になる。谷川岳の双耳からマ
チガ沢に落ち込む岩場やシンセン岩峰が、雪の白さと光の陰影により、一段と雄
大で荒々しい。
小ピークを下り始めると、やっぱり鎖場が出てくる。上から覗くと切れ落ちて
いて怖さを感じる。私達だけなのでゆっくりと一人ずつ下っていく。こんな時、
仏崎で練習しておいて良かったと本当に思う。足場や降りる方向を確認しながら
降りるとなんとか着地できる。
ガレ沢のコル(西黒尾根ガレ沢の頭)に 13 時 55 分到着。巌剛新道から一の倉沢
出会いへの予定だったが、時間に余裕が無かったので、西黒尾根をそのまま下山
することになった。
ラクダの背の辺りからは、ロープウェイの駅舎が望め、少しほっとしていたが
それもつかの間、大岩の鎖場が続く。二つ目は一枚岩で、足場がなく滑ったが傾
斜がそれ程きつくなかったので、なんとか着地。鎖場を過ぎ岩場を超え、ブナ、
ナラの原生林の中へ。石ゴロの急な下り坂が延々と続く。膝が軋み、ふくらはぎ
が張ってくる。こんな時は自分で自分に頑張れとゲキを飛ばす。
15 時 55 分西黒尾根入り口にたどり着く。
思わず古畑さんとハイタッチをする。
素晴らしい景色とワクワクの登山だったが、しばらくは近寄りたくないかも。で
も、今回見てこられなかった、一の倉沢からの絶壁は見たい。次回機会があれば
と思う。また今回の前泊もかなり楽しいものだったので、テント泊の楽しさには
まりそうだ。一緒に登ってくださった方々、楽しい登山を有難うございました。

右の稜線が西黒尾根
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左写真の右端に見えるこの断崖を下る

中山道・鳥居峠越え～奈良井宿から藪原宿へ
報告者 古畑 文

同行者；尾形 津田 鶴川 宮島 他 3 名

栄子さんの企画で中山道、鳥居峠越え，奈良井宿から藪原宿を歩いてきました。
12 月 6 日 6：30，松川道の駅集合。尾形さんの車で田淵記念館で待つ宮島さんと合
流し、奈良井宿へ向かう。
奈良井宿で「川西山の会」の元矢さん、
「クライミングメイト山の子」の一之瀬さん、
「上田コマクサ」の山崎さんと 9：00 に合流。奈良井宿を散策しながら、賑やかに出
発。奈良井宿の南の端にある鎮神社を過ぎ、ガードレールの切れ目から山道に入る。
石畳の道の両側には山吹があり、春にはきれいだろうと思う。日本情緒たっぷりの
道を「皇女和宮もこの道を通ったんだネ」と話しながら歩く。
11：00、峰の茶屋で早めの昼食です。干し柿，おまんじゅう、りんご、あられ、つ
け物、チョコレート‥、それぞれのリュックから出てくるおやつの山。しっかり腹ご
しらえして歩きだす。
熊除けの鈴が数か所にあり、鳴らしながら行く。栃ノ樹群生地を通り、御嶽神社到
着。雪を冠った御嶽山が見えました。仏像や石碑が沢山あり、御嶽信仰の深さを感じ
ました。
ここからは下りです。落ち葉をふみしめて歩く風情たっぷりの石畳を下り、薮原宿
に到着。民家の中にところどころ木曽漆器の店、お六櫛の店、わき水等がありました。
人通りはなく静かでした。
」薮原駅から電車で奈良井宿へ戻り、街並みを散策。おし
ゃれなカフェでコーヒーを飲み、16：30、道の駅松川に帰ってきました。

奈良井宿 茶房松屋前にて
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鳥居峠には残雪があり少、少し手前で昼食

里山/・仁科神明宮～池田大峰山まで歩く
マップリーディング編

鶴川 栄子

12 月 8 日休みだったので、友人にどこかへ～
とメールする。じゃぁッと近間の上記コースへ行
くことになった。
松川を 9 時 30 分に出発、神明宮を通過し林道
をしばらく進み、送電線 81 号への起点に駐車。
そこから巡視路を歩くことになる。地図を出し、
今現在どこにいるか判るかと聞かれる。久しぶり
に読図することになり、辺りを見渡しこの辺かな
と地図に記す。少し位置外れ。送電線の位置、周
囲の樹木、等高線の曲線など周囲の状況をしっか
り読み取り判断することが大事と教わる。今はタ
ブレット、スマホからＧＰＳ機能を使い、簡単に
位置を知ることができる。
10 時に巡視路を辿り、歩き出す。81 号から 83 号まで歩くと稜線にでる。所々ス
マホで位置を確認しながら歩く。登山道のない所でもこうして自分がいる位置情報が
しっかり確認できると藪山でも怖くない。
巡視路を辿るうちにそれとは別の道らしき痕跡がある。友人が言うには、池田広津
にあるお寺、成就院へ大町側から参拝する道ではないかとのこと。痕跡の道は雑木が
茂っており、斜面をよじ登って到達した地点は大峰の白い建物(名不明)。11 時 20 分。
帰りは車道から少し降りるとその痕跡の道はあった。そこを下り、途中から森林作
業の為の尾根道を下って林道に出る。読図ができたから、ショートカットの道を選べ
たのだと思う。
駐車した場所に12 時20 分着。
とても勉強になった里山歩きであった。
やはりこの日もランチを楽しんで帰った・・・。

送電線巡視路から外れて稜線沿いに道らしきものがあり、辿ると大峰山に出た。

スノーカントリートレイル（SCT）研究
でく

11 月 18 日の谷川岳登山の後、その日のうち
に帰る一行と分かれて南魚沼市に向かう。目的
はスノーカントリートレイルのルート調査。
スノーカントリートレイル(SCT)の存在を知
ったのは 2012 年 10 月 6～8 日の平標－万太郎
－谷川岳－清水峠縦走の前後で、同行の谷口さ
んから教わったものである。
以来、どのようにアプローチするかを考えな
がらも実際に足を踏み出す機会を得ぬまま、徒
に年月を重ねてしまっていた。
図らずも今回谷川岳に登ったのを機に、その
全容を掴みたいと思い、コース中の車で走れる
部分を走ってみようと思い立った次第。
スノーカントリートレイルの公式 HP では、27 枚の 2.5 万図によるコース紹介
があるが、それを 1 つにまとめて全体を見ることのできる地図が見当たらず、そ
のため、紹介の文章を読んだだけでは分かりづらく、1 枚づつ順を追って地図を
見てもなかなか頭に入らないのである。
そこで今回は 27 枚の地図を全部プリントし、繋いで見ることにより、初めてコ
ース全体の輪郭を掴むことができた。
1；土合から清水峠越え 清水集落へ
スノーカントリートレイルは谷川岳の登山基地，土合をスタートして R291 を北
上し、清水峠に至る。R291 は清水峠の手前から車両不通(現在は廃道)となり、反
対側の六日市町清水集落へと下って再び車の走れる R291 となるのであるが、この
不通区間は 28 ㎞におよび、今は『歩く(人もない)国(酷)道』等と言われている。
土合から先はすでに冬期通行止めになっており、また清水峠から清水集落まで
は 2012 年に歩いているので割愛し、今回の調査は清水集落から始めることにして
南魚沼市に向かう。
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2：清水峠から三国川ダム・浦佐へ
コースは清水峠を越えて六日町の清水集落に下り、R291 を六日町駅付近まで北
上，魚野川を渡って二日町まで進み、ここから方角を変えて三国川(さぐりがわ)
沿いの県道 233 を東進し、三国川ダムの湖畔道路を経て中ノ岳へと続いている。
中ノ岳(2085.1m)は、八海山、越後駒ヶ岳と並ぶ越後三山の最高峰。ダム尻の十
文字峡がその登山口で、中ノ岳までは 8 時間あまりのコースである。
中ノ岳から兔岳に進んだ後コースは二分し、1 つは南下して大水上山，丹後山
を通って十文字峡に降り、二日町まで戻って R291 を浦佐方面に向かう。
もう 1 つは兔岳から巻倉山、源蔵山、灰ノ又山，灰吹山、荒沢岳、萌嵓と言う
あまり知られない山々を通って奥只見湖・銀山平に至るコースで、兔岳から荒沢
岳までは 2.5 万図に破線も載っていないコースである。
銀山平からは R352 を枝折峠まで歩き、そこから再び山道に入って明神峠、小倉
山、百草ノ池を経て越後駒ヶ岳へ。駒ヶ岳からはクシガハナコースを水無川に下
り、水無川本流に沿って浦佐に至ると言うコースで、クシガハナのコースは特に
危険で熟達者向けとある。
中ノ岳・兔岳から 2 つのコースが用意されているのは、熟達者でなくても無理
なくトレイルを続けることができるようにとの配慮であろう。
今回は三国川ダムを十字峡まで走って湖岸道路をぐるりと廻り、R291 に戻って
浦佐へ。浦佐からは県道 58－R252 経由で十日町をめざし、十日町からは R253 で
松の山の天水峠まで走って調査を終了した。
この後、コースは秋山郷から苗場山を越え、平標山や赤谷湖畔を経て起点の土
合に向かうのだが、その調査は次の機会とする。
木偶野呂爺

中ノ岳登山口の十字峡

三国川ダムから六日町を望む

登山の凍傷対策(VBL)について

第 16 回(11 月 15 日) ・17 回(12 月 6 日) 例会報告

横田 竜三

もう冬になりますが、山行してますか？ 今回は足の凍傷対策を考えたいと思いま
す。
表題にある「VBL」ですが、Vapor Barrier Liner の略であり、
「蒸気を遮断するライナ
ー」と言った意味。実際にあまり難しいことは考えず、ネオプレーンのソックスを素
足に履くと言うことです。
人間は絶えず皮膚呼吸しており、湿った状態で外気に触れなければ凍傷は起こらな
いということ。
1．素足にネオプレーンのソックスを履く
2．ソックスの継ぎ目が少ない方がいい。
※くるぶしに縫い目があるのはお勧めしない。
この 2 点だけです。ホームセンターやワークマン等で売っています。少し小さめが
お勧めです。
価格は 700 円から 1500 円くらいです。大体の製品が 2mm 厚です。足はゴム臭く
なりますが、ポカポカしていい感じです。立山で試してきました。
※写真はワークマンのものです。

ネオプレーンとは？
ウエットスーツの素材に使われる空気を含む合成ゴムにジャージ生地を合わせ
た素材で、デュポン社が開発したものです。

1；11 月 12 日～12 月 19 日の山行・行事実績
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧

11 月 12 日(土)～13 日(土) 立山スキー：横田
11 月 13 日(日) 妙義・谷急山：鈴木
11 月 17 日(木)～18 日(金) 谷川岳：細田・古畑文子・森田・鈴木
11 月 19 日(土) 雪国トレイル・ルート調査：森田
11 月 20 日(日) 県連二子山クライミング：横田・鈴木＋2
12 月 2 日(金) 池田東山ハイキング：鶴川栄子・古畑文
12 月 3 日(土) 県連理事会
12 月 4 日(日) 中山道鳥居峠越え：鶴川栄子・古畑文・尾形・津田・宮島 ＋3

2；当面の山行・行事予定 希望者は至急連絡を！
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩

12 月 10 日(土)～11 日(日) 佐久送年山行：勝野、谷口
12 月 20 日(火) 第 18 回例会
12 月 23 日(休) 恒例の赤岳：勝野・他
12 月 24 日(土)～25 日(日) 阿弥陀北稜：鈴木；大阪
1 月 4 日(水) 守屋山：担当・鈴木
1 月 8 日(日) 青春 18 切符で行くハイキング・岩殿山：担当・谷口
1 月 15 日(日) 富士山を見る山・河口湖周辺：担当。谷口
1 月 21 日(土) 新年会：鈴木さん宅
1 月 22 日(日) スノーシュー＆スキー・鹿島槍ゲレンデ：
1 月 29 日(日) 県連冬の交流山行・入笠山
※1 月 3 日の例会はなし

ネオプレン
工業製品などに使われてきた合成ゴム素材で、「ネオプレン」は新素材開発の
パイオニアである「デュポン」社の登録商
標。1920 年代に産業界の科学者の目標であっ
た合成ゴムを彼らが 1930 年に実現させ、ク
ロロプレンと命名し、ネオプレンとして販売
したというもの（デュポン公式サイト）。
天然素材ではないからハイテク素材と呼べ
ますが、実は決して新しいマテリアルではな
いんですね。
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谷川岳からの展望～苗場山方面

中山峠から東天狗岳方面

