
 

 

 

- 1 - 

 

 0 

   

 

    

 

活発に春山・山行を展開‥‥ 
小日向山・針ノ木滑走・地図読み講習・鍋倉山 etc‥ 
  
5月2日第1回例会報告，および山行記録・レポ 

豪快‼ 針ノ木雪渓大滑走～異常デブリを突破‥P2 
 4月 16日(日) 滑走者 横田 

県連・大洞山地図読み講習に 4 名参加～読図を学ぶ‥P2・3 
4月 23日(日) 参加者 尾形・鈴木・谷口・細田           

中遠見山～好天に誘われてカクネ里を見に‥写真 右ページ 

4月 28日(金) 探訪者 鈴木 

恒例の小日向・ジンギスカン山行は快晴～6名がアルプスの眺望を満喫‥P2 
4月 30日(日) 参加者 桑原・谷口・細田・宮島  山スキー 尾形・鈴木  

※ アクシデント報告‥P5 

森太郎を探せ‼ 魅せられた 14の瞳～鍋倉山に 7名‥P3・4 
5月 7日(日) 参加者 尾形・鈴木・谷口・津田・鶴川栄・細田・宮島 

 
充実のＧＷ県連スキルアップ講習‥P4 5月 3日～6日 受講者 横田 

 

好天の唐松岳 5月 3日～4日 参加者 鈴木＋大阪9  
 
 朝一のゴンドラでスタート。当初、小屋付近で幕営予定でしたが、ジャンボエス
パースを張るスペースが不安だったので、八方池の少し上＝「下の樺」の林の中に
変更。その足で登頂しました。初めてテンバから白馬村の夜景を見ましたが、なか
なかきれいでした。 
翌日はリフトの運行時間までゆっくり下山、ＧＷで最も天気がよかったです。    

 

白馬三山と小蓮華山              中遠見山から望む 鹿島槍北壁と「カクネ里」 
                    
 
これからの山行・講習会・行事予定 
   

5月 14日(日)県連鍋倉山交流登山   締切り 5月 7日     

5月 20日(土)；鍬の峰 P6・チラシ参照 

5月 21日(日)；県連霧訪山地図読み登山 P6・要綱参照 

5月 27日(土)～28日(日)；県連自然保護学習講座・湯俣温泉 P6・要綱参照 

 
例会確認事項(各資料はＰ8) 

1 鍬ノ峰募集山行(20日＝土)は、15日締め切りでミニコミ誌への掲載を分担し    

ました。当日の会員の分担は 16日の例会で決めます。 

2 5 月 21日(日)の県連地図読み講習山行・霧訪山～先日の大洞山での講習は大

変勉強になりました。近いので可能な限り参加しましょう。 

3 5 月 27 日(土)～28 日(日) 県連自然保護学習講座・湯俣～県連は泊ですが、

鈴木車は奥までは入れるので、希望者があれば日帰りも検討します。 
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4・16 針ノ木岳山滑走     横田竜三 

   

  例年になくデブリが酷い              針ノ木雪渓を滑る‼ 

 

今年も 4月に針ノ木岳に行ってきました。毎年、冬には登りを行わないため頂上

まで行けるかどうかドキドキしながらの針ノ木岳であります。 

 今年は 4月 15日(土)にアルペンルートが開通して、立山に向かう人が多い中、針

ノ木にもちらほら人がいる。今回は無料駐車場が開放しておらず、1000円の駐車料

金を払わなければならなかった。少し腹が立つ。 

あと、爺ヶ岳の扇沢の駐車場も工事の関係上閉鎖されており、スノーシェッドを

戻ったところに車を停めなければならなかったようである。  

大沢小屋までは篭川の右岸を通行することが出来た。大沢小屋手前の堰堤がデブ

リがひどい。今季の積雪は多かったため、蓮華大沢の方もデブリがヒドイ。大沢小

屋からマヤクボの出合まで針ノ木沢がデブリで埋まっており、こんなにヒドイのは

初めて見た。2015年も大雪であったが、その時は全くデブリがなかったのにえらい

違いです。大沢小屋からマヤクボ出合は右岸をトラバースの滑走するしかなさそう

である。 

 マヤクボ沢はさすがにデブリは見当たらない。昨日 4 月 15 日は降雨があり、と

ころどころ氷になっていた。 

今年はなんとかはじめから頂上に到着した。頂上直下から滑走をしようとするが、

先客の方が登り返してきた。バーンがカチコチらしい。自分も柔らかい所を探して

ドロップインしたが、3 回ターンをしたところでこけてしまった。後はなんとか滑

りきったが、肝心のところでコケたのは少し恥ずかしい。 

 滑走時間は 40 分程度。車の回送会社の所まで滑ってくることが出来た。雪が柔

らかくなったらまた行こう。デブリが多すぎなので余り楽しくないかも。 

タイム  駐車場 5：30－大沢小屋 6：10－9：40マヤクボ沢出合い 

－針ノ木岳 11：05－12：00駐車場 

春山日帰り山行～小日向山へ 宮島順一     

   参加者 谷口 鈴木 桑原 尾形 宮島 細田  

    

  白馬槍ヶ岳・杓子岳を仰ぐ             猿倉台地上部にて 

 

29日に予定されていた山行を天候が安定しないため30日に変更した。 

6時半、小松原さん宅に集合し猿倉駐車場に向かう。天気は快晴。駐車場を尾形さん

先頭で8時出発。猿倉台地に出ると風が思いのほか強い。休憩中に風よけに一枚着るこ

とにする。 

急坂を上りコルに10時54分に到着。白馬・杓子・白馬鑓等眺望抜群。小日向山に11

時半に到着。頂上からは妙高・高妻・乙妻等も遠望できる。 

下山途中、お昼を予定していた昨年の場所は風が強く変更し、さらに下った場所でジ

ンギスカンを囲んで遅い昼食となる。 

駐車場には14時半到着。その後、温泉で汗を流し帰宅した。 

 

地図読み講習会 in 大洞山 4月 23日 いくババ 

参加者 尾形・鈴木・谷口・細田  他会６名  ※敬称略しました 

7時 30分 安曇沓掛駅前駐車場に集結。講師の古川さん、戸塚さんからの挨拶と

自己紹介。 

講習テキストを参考に、それぞれ持って来た 2万 5千分の 1地形図に磁北線を正

しく引くことから始まる。シベリアのバイカル湖付近に強い磁場があり、真北と、
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磁北が西側にずれるため、その作業が必

要とのこと。早々、用意されている大きな

分度器、長い定規を使って、地図の右辺か

ら 7.3度を計り、磁北線をまず引く。幅は

4センチ。地形図で実測 1キロになる。 

地図を折りたたむ。山行に必要な範囲

をコピーし、ルート、尾根線、沢線、ピー

ク、コル、斜面が変化する場所、危険箇所、

進行方向が変化する場所をあらかじめ、

進行方向に向かって見えるように（行き

と帰りでは書き込みが反対になる）ムカ

デの足のように記入する事、等高線で地

形をイメージする事、10m間隔の主曲線で

斜度の緩急を読む事、10mに満たないピー

クや窪地は、地形図に表示されない事、雨

濡れしないようにジッパー付きのビニー

ル等に入れ、山行時はコピーを使用、原紙

は別保管する事等を教わる。 

次に、コンパスの使用方法を学ぶ。 

整置（地形図を正しい向きに置く）の方

法。また、地形図上で現在地から行きたい場所をコンパスを使って示し、実際にコ

ンパスの示す方角を見ると、その山に行き着く等、各々で実際に行なってみる。ひ

と通りの使い方を教わってから、実際の登り口に各人、車で移動。 

現在地を確認後、9 時頃登坂開始。途中の分かれ道で、コンパスを使ってどちら

に進むか確認。最初の目的地である城山に到着。植生から方角を知る等を教わる。 

休憩後、城山頂上から一本道と思われる道を少し下った所で、古川さんからスト

ップがかかる。 

本当にこの道で良いのか‥？ みんなで確認すると大洞山とは向かう方角が違

う。もう一度城山まで戻りコンパスで確認。表示も道らしい跡もない方角を針は指

す。個々に示す方向に行ってみる。先程の整備された道とは大違いなコースだ。後

で赤いテープが所々出て来るにしても、人があまり通っていないのがわかる。地図

上の等高線の幅や、尾根の向かう方角を確認しながら進む。 

11時 45分、少し広い場所に出て昼食を摂る。もう一度進む方向を確認後出発。

頂上にもう少しの所で、他の尾根の道と合流するが、来た道は大きく曲がって行く

ため、帰りには真っ直ぐ降りて他の尾根に行きそうになる。そういう箇所には、赤

い布等で、目印をつける事を教わる。 

大洞山 13時到着。一息付いて下山開始。先程の目印を回収する。話しながら歩い

ていたら、絶対真っ直ぐ下ってしまうだろうと思う。なｋなかの急登のため、下り

ではロープに固定ループを作っていただいて下る所もあり、結構急登だったなと改

めて思う。途中の尾根筋を確認しながら、14時 25分城山、15時登山口到着。 

今回参加して地図読みをし、これから登る山についての情報を自分なりに考える。

自分の位置を確認しつつ、向かう方向を把握する事。特に不明瞭な道が多い里山で

は、しっかりと方向を確認しなければ道迷いになってしまうなと思う。 

コンパスの使い方をもっと身につけ、地図読みからの予想を楽しむようになりた

いと思った。 

教えて下さった講師の方々、ありがとうございました。5月 21日に、霧訪山にて

地図読み講習会がありますが、沢山の方の参加をお待ちしていますとのことでした。 

いくババ 

鍋倉山 1288m ５月７日（日）    鶴川栄   

参加者 谷口、鈴木、宮島、尾形、津田、細田、鶴川 

コースタイム 松川道の駅6：00⇒安曇野 IC6：50⇒鍋倉山登山口Ｐ8：50 

鍋倉山山頂10：10⇒巨木の谷（森太郎見学）11：10⇒11：50戸狩♨12：50⇒菜の花畑

14：10⇒高橋まゆみ記念館（￥610）⇒松川道の駅18：00 

 天候 快晴 

 

久しぶりの鍋倉山登山。十数年ぶりな

ので、前夜は 21 時過ぎに床に就きまし

た。朝4時に起きて、登山道具を揃えて

点検して家を 5 時 18 分に出発し、5 時

30分集合の松川道の駅に着いた。しばら

くすると尾形、津田氏も到着したが谷口

隊長が待っても全く来る気配がない。尾

形氏がTELすると 6 時近いのにまだ家

にいるではないか‼! どうしたのだ、隊

長どの??だいぶ遅れて道の駅に顔を出

すと「集合時間は6時と思っていた」のだと・・・。しかし計画書を書いたのは隊長な

のだ‼! 認知症か?? そんなこんなで第2集合場所の田淵記念館へ向かい、「それゆけド
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ンドン IKU マダムを拾い、第

3集合場所のスワンガーデンで

は、ブルジョアミスター（宮島

氏）を拾い、やっとのこらさで

安曇野 IC に乗り、北へ出発し

てレベルの低い会話をしてい

るうちに第 4 集合場所の豊田

道の駅には鈴木さんがいまし

た。これで全員が揃う。 

途中トイレ休憩場所に立ち

寄るとA 級からB 級（森田さ

ん風）のキャンピングカーが5，

6台いたので、どうなっている

のか穴のあくほどの目線で眺め、その作りのすごさに本当に感心しました。 

その後戸狩から鍋倉山の登山口へ。装備支度を整えて出発しました。残雪のブナ林を

キックステップで登りつめ、懐かしの鍋倉山の山頂へ到着。登っている時は汗をかき暑

かったけれど、山頂で休憩中にカラダが冷えてきたのでザックから「腹巻」を引っ張り

だして、首からかぶり下にずらしてお腹に装着すると暖かくなり、元気が出る。まだ、

10時を少しまわったばかり。時間が早かったので、山頂では昼食は摂らず、森太郎ブナ

を探して下山開始。どこだ、どこだと 14 の瞳で探したら見つかりました。傍に近寄っ

たら巨木のオーラが出て皆感激‼! 写真を撮りまくる。この後慎重に下山して車の停ま

っている所で昼食を食べました。帰りは戸狩温泉、菜の花畑、高橋まゆみ記念館を回っ

て帰路に着きました。※新緑にはまだ少し早くちょっと残念!! 

 

5・3～6 県連スキルアップ講習会 横田竜三 

 5月のGW後半からスキルアップ講習に参加してきました。 

残雪の猿倉台地で開催されるため、近場であり、しかも余りお金がかからないということ

で参加しました。 

 1 日目 晴れ 参加者 3 名、講師 1名の 4 名で滑落停止、歩行訓練、グリセードと基本

的なことをキャンプ地近くで午後より 4時間しました。テント泊は男 3名だけで女の方は猿

倉荘まで降りて明日また登ってくる。キャンプの食事は佐久山の会の古川氏の考案メニュー

であるが、初日は焼肉でした。フライパンの上で焼く焼肉は大町で山と同じであるが、牛の

カルビ、ロースと袋に分けてきてする本格的なものであった。その夜は 19：30 には就寝し

た。 

 2日目 晴れ 参加者 4名、講師 1名 起床 4：00、6時からビーコン操作の訓練、今のビ

ーコンは 3 本アンテナでデジタルである。私の持っているビーコンは 10 年前の物で、アン

テナがダブル(2本)の物である。ビーコンの操作で 3本と 2本ははっきり違いが出た。今の 3

本アンテナは迷わず、すぐ送信状態のビーコンを探索したが、私の持っている 2本アンテナ

は迷いが生じ、多めの時間がかかってしまった。 

 この日は小蓮華尾根付近で「スタンディングアックスビレイ(SAB)と懸垂下降」が主な内

容である。SABは支点が何もない所でビレイをする時にアックスとスノーバーで支点を作り、

肩絡みでビレイを行うものだ。雪壁であるので腕を早く動かす為、腕がすごく疲れる。懸垂

下降は今はバックアップを取る為、フリクションノット（抵抗結び）は「バックマン」の結

びでしないとスムーズに流れない。プルージック、クレイムハイストは抵抗が掛かり過ぎで

不向きであるということ。今はバックアップを取るために下降器のセットを 25 センチ程体

より離してセットする。その為、セルフビレイをするデイジーチェーンを鎖型のPASにした

方がやりやすい。この日は 16：00 まで訓練し、16：40 にテン場に到着。夕食は豚汁+白米。

就寝 7：30 

 3 日目 晴れ 参加者 2 名、講師 1 名 起床 2：30 4：00 に白馬主稜に向けて出発。5：

40に馬尻小屋付近に到着。6：00から取り付く。今日も日差しが強い。昨日習ったSABにて

確保し、雪壁を越える。角度が 60度を越えるとさすがに怖くロープが必要であるが、ロープ

を出すと時間を食われる。主稜の 8峰迄行かず稜線を歩くことは出来なかったが、訓練なの

で仕方がない。10：00より下降を開始するが、時間のかかること。馬尻小屋についたのが 15：

00であった。夕食はカレーであった。就寝 7：30 

 4日目 雨 参加者 2名、講師 1名 起床 3：30昨夜の天気予報では 9時頃から雨になる

ということで、ビーコン操作をもう一度行う予定であったが、5 時にはもう降り出した為、

テントを撤去し、搬出訓練を猿倉まで行った。ブルーシートの上にリュックを 2つ並べ、手

袋を丸めた物をスリングでインクノットを作り人を搬送するように見立てた。猿倉ではテレ

ビクルーがいて、「遭難者ですか？」と聞いてきた。4/27 に雪崩で行方不明の人と 5/5 に栂

池~金山沢を滑ろうと迷った遭難者のため、テレビが来ていたらしい。リュックを運んだブル

ーシートはボロボロになっていた。猿倉には 7：30に到着したが、ひどい雨のためその場で

解散した。 

 4 日間通して知ってる技術をいかに早く正確にできるかを学んだ。ロープを使うというこ

とはそれだけ多く時間がかかり、安全ではあるが 3 名か 2 名でバリエーションルーﾄを行か

なければ無理であろう。 

 充実した 4日間であった。また大町労山で講習してみます。（写真はP1） 
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緊急報告  

やっぱり命を守るのは、ヘルメットだ  鈴木均 
4月 30日の小日向山山行。 

4 人はつぼ足で、私と尾形さんは山スキー。尾形さんは登りは板を担いで、おな

じみ長靴姿。私はシールで登る。 

風は強かったが天気は最高。ルンルンで小日向山頂上へ。そして気持ちよく滑走。

あっという間に台地へ。強風のため予定よりかなり下ったところで、定番の焼き肉。

あともう少しで猿倉駐車場のところへきた。 

駐車場がすぐ下に見えているので、ショートカットする必要がないのに急斜面を

滑る。気がついたら倒れていた。頭から血が流れる。持っていたバンダナとザック

からタオルを出して頭を巻く。暫くすると尾形さんが来てくれて、タオルを貸して

くれた。 

谷口さんが運転してくれて、病院へ直行。縫った方がよいとのことで、初めて頭

に麻酔し、2ヶ所 12針の縫合。 

左足太もも打撲と首肩はむち打ちで違和感があったが、5 月 6 日には抜糸するこ

とができた。 

転倒直後は意識はほとんど失っていなかったと思

うが、どのようにして転倒したのかがわからない。

その場でタオルでほとんど止血していたので、転倒

したと思われる場所を見たがはっきりしない。なん

となく穴のように雪が窪んで、その下に水が流れて

いるのが見えたので、ターンで強く踏み込んだ瞬間

に転倒したのではないかと思われる。 

それにしても顔も両手も何ともないため、顔から

落ちないで、転倒した瞬間に背中か横に滑って頭が

岩に当たったのではないかと想像している。切れた

のは、頭部のほぼ中央のやや前 2ヶ所である。       

多少の打撲はあるにしても、ヘルメットをかぶっ

ていれば頭のケガはなかっただろう。2～3年前シー

ズンからゲレンデスキーでもヘルメットをかぶっ 

 

ているのに、この日はなぜか持って行かなかった。コースとしては、自分では滑る

ことができると思ったので突っ込んだが、結構な急斜面で樹林と荒れた雪面は、自

分の技量を上回っていたのだろうか。 

5 月 8 日、現場を見に行った。転倒した場所と思われる所を探したが、１週間以

上すぎているためか、確定できなかった。 

全国連盟に初めて「事故一報」を提出した。救急車を呼んでいれば、ＧＷ遭難の

一つにされていたかもしれない。いずれにしても、歳とともにリカバリが利かなく

なって、より慎重さが求められている自分を反省している。 

谷口さんはじめ、メンバーのみなさんにはたいへんご心配とご迷惑をおかけしま

した。あらためてお礼申し上げます。 

 
 
 
 

写真ではわかりにくいが、車の前の急斜面 5/8撮影 

A 

B 

 

C 

 

Aは、左から右へ工事用道路。そのまま滑ることができる。Ｂは、Aからそのままの

方向で斜めにすべることができるが、たぶんこのあたりでターンしたと思う。Ｃは、

逆光で見えずらいが、木の根付近に大小の岩が露出している。そのどこかに頭を打っ

たと思われるが、その近辺には血のあとを見つけることができなかった。5/8撮影 

 

嬉しい悲鳴‼ 1日でできた 5月号 ‥‥ 機関紙担当より 

 4月 5日～5月 9日まであちらこちらと 6800㎞の大移動をしていてすっ

かり取りかかりが遅くなってしまいましたが、メールBOXを開けると、何

と沢山の原稿と写真が寄せられており、それをコピペするだけでアッとい

う間に 5月号ができてしまいました。初めてのことですが大々感謝デス‼  
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県連春の交流山行募集要項 抜粋 

山 域 信越国境 関田山脈 鍋倉山（1289m） 

実施日 5月14日（日）集合 午前8時30分 

集合場所  県道上越飯山線の田茂木池と関田峠中間地点駐車場（西ノ沢入り口） 

行動計画 9:30 駐車場発 西ノ沢～黒倉山と鍋倉山の稜線コル～ 

 11:30～12:30 鍋倉山山頂（昼食・交流会）～登りと同コースを下山  

13:30 駐車場 解散 

装備 日帰り山行一般装備 ストック、スパッツ、軽アイゼン、サングラス 

地形図(1/2.5万図):野沢温泉 

食料各自で準備(昼食と非常食、各1食) 

県連自然保護学習講座     

メインテーマ 「北アルプスの自然と人との関わり合いについて 2017」 

学習項目   北アルプスにおけるニホンジカの実態と個体の確認 

 巨大ダム(高瀬ダム)による山岳自然への影響 

 北アルプスにおける身近な火山活動  

 山菜など人と山との関わり 

5月 27日(土) 6時半頃：七倉山荘前集合  7時：タクシー分乗で高瀬ダム天端まで 

8時：ダム天端発---(歩いて湯俣温泉まで) 

12時：湯俣温泉着 現地(噴湯丘等)見学、入浴(河原で)幕営準備でき次第交流会 

5月 28日(日) 9時：湯俣温泉発(往路を戻る)14時：高瀬ダム天端着 タクシー  で

七倉山荘前まで 15時：七倉山荘前で解散 

参加費：1,000円/1人、幕営代、タクシー代 

持ち物：各会で幕営(キャンプ)の用意  

　第96回　登山学校(地図読み講習会　Ⅱ )　抜粋　　
主催 長野県勤労者山岳連盟教育部
目的 コンパスの使い方、地形図の読み方などの基本操作を学び、道迷いを防ぐ
場所
日時 2017年5月21日（日）　　
・時間 中央本線　塩尻駅前　朝7時半

10００円／人　
締切日 2017年5月16日まで　
7:30 塩尻駅東口集合。
8：00 霧訪山登山口（矢沢川方面）着。
8：00～ 地形図の磁北線の引き方、コンパスの使い方など基本操作の確認
9：30～ 実践講習開始　
12：00～12：40霧訪山山頂、昼食
12：40～ 大芝山山頂、
15：00 霧訪山登山口着、解散
装備 コンパス 1：25,000地形図　『北小野』　ロッキングカラビナ（またはカラビナ）2ヶ

スリング120㎝2本、8ミリまたは7mmの補助ロープ　10ｍ。

食糧 各自用意

日帰り軽装備。ツェルト。非常装備。

霧訪山（きりとうやま　別名　むとうさん　1305m）　塩尻駅の南5Km


