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シャクナゲの山に集う 2017・鍬ノ峰募集山行 

イチオシ里山 ～ 北條和夫  と 仲間たち   

準備体操をして登り始め、しばらく歩くと早くもホンシャクナゲの花です。 

  
いつものように鉄塔の下で休憩を取り、更に登って行くと段々急登になります。 

危ない所が3ヶ所ほどあり、ロープ場を慎重に越えました。そこからはいっそう急

登になり、喘ぎながら登って山頂に着きました。 

眼下には安曇野平の街並みと田園風景。見渡せば、北アルプスの名峰、餓鬼岳、

唐沢岳、針ノ木岳、蓮華岳‥と、360度の大パノラマが広がります。  

さっそく先行隊のみなさんがつくってくれた豚汁を頂きながら昼食です。食事を

はさんで尾形さんの山の説明に続き、桑原さんのリードで山の歌を歌いました。 

花と展望と歌声と‥，和気藹々の時は過ぎて下山。鍬ノ峰はイチオシの里山です。 

 

参加者；一般 19名(2名キャンセル、当日参加 2名で±0) 会員 13名 計 32名 

会員 13名；石井・尾形・勝野・桑原・古畑文 鈴木・仙波・津田・鶴川栄子・ 

北條・細田・宮島・森田・(土田‥リハビリトレーニング)  

タイム：登山口 8：05-9：32ロープ場-10：20先行隊登頂-11：00頃全班登頂 

～昼食・交流(山座解説・合唱等)12：00－14：10頃登山口 

 

針ノ木岳登頂，今年も    6月 4日 

 尾形・勝野・桑原・小山・鈴木・仙波・谷口・細田・宮島・森田・横田 

  

  
   針ノ木峠より三俣蓮華方面を望む          針ノ木岳登頂 7人衆 

  

6 月 4 日(日)は恒例の針ノ木岳清掃登山。針ノ木岳登頂を目指す 5 名、針ノ木

岳からの滑走を目指す 3名、針ノ木峠を目指す 3名の合わせて 11名が 7：30に扇

沢登山口を出発し、それぞれの目標に向かいました。 

 6月に入ったというのに 2日には雪が降り、稜線付近に強い風が予想される中、

前半は穏やかな登高となりました。慎太郎祭の行われる祭壇を越えて，喉と呼ば

れる狭隘部との中間辺りでアイゼンを装着。針ノ木岳を目指す 5 名は苦もなく登

って 12：04に針ノ木峠着。うち 4名が先に着いていた山滑走組の 3名と合流して

12：47発で針ノ木岳に向かい、14：02に登頂を果たしました。心配された風と新    

雪の影響は殆どなく、好天で展望は良好でした。(談) 

 ひと足先にスキー組が針ノ木岳を出発。アッという間に視界から消えた後、4人

は 15：00 発でマヤクボ沢を慎重に下り、15：55 に針ノ木雪渓の出会いを通過。

16：40頃大沢小屋に立ち寄って 17：20扇沢登山口に下山となりました。 

 勝野さん病後初の 2500m越となり、ほぼ完全復活です。 

  山滑走組は針ノ木岳を 14：40に出発。快調に滑り降り、16：10登山口、同 20に駐車

場着でした。 

  ＜ 課 題 ＞ 

 登山の組とスキーの組とでは下山に 1 時間半の差がありました。途中の大沢小屋

で合流する予定になっていましたが、雪渓途上での携帯電話による交信は難しく、

連絡を取り合うことができませんでした。スタートは一緒でも、その後は全く別の

パ－ティーとして行動することになるので、山行計画自体を別々のパーティとすべ

きではないでしょうか。（文責・森田） 
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乗 鞍 岳    5月 14日  いくババ

  
6時 45分波田体育館前で鈴木さんと合流。大阪のお二人は、乗鞍駐車場で合流と

のこと。11 日に予定されていた山行が、強風のため今日に延期。 古畑(文)さんも

行きたかっただろうに、都合で不参加。私はと言うと、鈴木さんに何回も手を煩わ

させたにもかかわらず、ちゃっかり大阪の会の方達とご一緒させていただいた。初

めての方達について行かれるのか不安でいっぱいだ。 

駐車場で、大阪の Fさん、Mさんと合流。挨拶の後、8時 30分の始発バスに乗る

べく準備を始める。日曜とあってすでに停留所に並んでいる。乗車券往復で、2,500

円。満員状態で、数台のバスが位ヶ原山荘へと向かう。昨日の雨と打って変わって

今日は上天気。殆どが頂上へ向かうスキー、スノーボーダーだ。 

9時 35分登坂開始。大阪のお二人は私達より若いのでペースが早い。スキーの後

についていこうと思ったが、かえってトラバースが大変なので、向かう方向を確認

しながら直登する事にして、自分のペースでツボ足で登る。いつもは、会の諸先輩

の作った道を辿って登っているが、自分一人となると大変さが身にしみる。出来る

だけ人の登った後を探して登る。所々足が埋もれ、息が上がる。 

11時半頃、観測所が見えるあたりで振り返ると、穂高が雄々しく望める。今日は

空の青色が深い。前方乗鞍岳の穏やかな山容も素敵で、呼吸を整えながら眺める。

朝日岳と蚕玉岳間の鞍部に向かう頃には、傾斜も段々きつくなって、50歩頑張った

ら休憩と自分で決める。12時過ぎ鞍部到着。休憩後全員ツボ足で山頂を目指す。最

後の頑張りと自分に言い聞かせるが、50歩で休まないと息が上がってしまう。頂上

小屋の横を抜け、祠で手を合わせた後、12時 50分剣ヶ峰着。風も心地よく気持ち

が良い。やや雲に邪魔をされるが御嶽山も望める。白く連なる山が美しい。  

暖かい場所を見つけて昼食を摂り、13時 25分下山開始。山小屋を過ぎた辺りで

アクシデント。片足が雪にはまって抜けない。必死に抜こうとするが動かない。Mさ

んの助言を受け、足元をストックで掘って何とか脱出する。ところが、二、三歩歩

いて又々雪にはまってしまう。焦って抜こうとしても抜けない。結局、先に降りて

いた鈴木さんとFさんが上がって来てくれて、シャベルで掘って抜くことができた。

一人の時だったらどうしようと、かなり不安になり、シャベルは携帯しようと思っ

た。その後、太ももがつってしまう。鈴木さんから、芍薬甘草湯をいただいて鎮め

る。 

鞍部から他のメンバーはスキーで降りる。あんなに沢山いた人もまばらになり、

気合を入れて下り始める。最終バス迄には到着せねばと必死である。登って来た道

をと思うが、広いゆえにトレースも沢山ではっきりとわからない。所々雪に足を取

られるが、転んだついでにお尻で滑りながら降りてみる。実はそのつもりで昼食時、

オーバーパンツを履いておいた。だが、思うように滑ってくれない。次回はヒップ

ソリを持って来よう。 

穂高が見えるあたりで休憩していると、スキーの皆が見つけてくれた。どうも左

に寄り過ぎていたようだ。行き会えて本当に良かった。スキーが行く方向を目指し

て一人で降りて行く。先程と違い、先々に居てくれるので心強い。 

14 時 40 分登山口到着。15 時 34 分のバスに乗車。駐車場でそれぞれの方向に分

かれる。大阪の方達はそのまま帰路につかれる。私達は、鈴木さんの持って来てく

ださった割引券を使い、湯けむり館に入り帰路につく。 

大阪の方達は、気さくに話をしてくださって、緊張感も和らぎ楽しい山行となっ

た。初めての体験もし、反省する事も沢山で次回に役立てようと思う。お疲れの所、

白馬まで帰られた鈴木さん、一日ありがとうございました        byいくババ  
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山行記録 花と灯台 角田山 北條和男  4月2日  

参加者；尾形・桑原・神津・鈴木・谷口・津田・鶴川夫妻・北條・細田、 

 

桜尾根コースの登山口から登り始めるとすぐに道の両側に白、紫、ピンクと色と

りどりの雪割草が咲いていてきれいです。個人所有の管理で、登山道はよく整備さ

れ登りやすかった。 

更に登って行くとカタクリが咲き始め、他の花々を楽しみながら角田山頂上に着

き、お昼。大勢の人で賑やかでした。昼食を済ませてからゆっくり景色を見ると日

本海の向こうに、佐渡がかすかにみえました。 

下山は山頂を 13；00 発で灯台コース。岩まじりの小さなピークをいくつか越え

ると灯台が見えてきました。下って波打ち際に発つと、日本海の波は静かでした。 

今日の会山行に感謝です。ありがとう。 

 

山行記録    落ち葉の急登 独鈷山 1266m 北條和男 4月17日  

参加者；神津・古畑文・鶴川栄子・津田・北條・細田・宮島・ 

    

平井寺登山口から登っていくと山頂まで 90 分と書いてありました。落ち葉が滑

りやすいのでゆっくり小股で歩いて山頂につきました。 

12：00昼食。曇ってわかりにくかったけど、山頂からは菅平、四阿山、浅間山、

上田のシンボル太郎山等が見えました。塩田平や下界の街並みも‥。 

三角点の隣、干支猪で写真を撮り、千本桜コースを下山。慎重に小股で歩いて千

本桜公園着。 

 

     

仏崎で岩トレ    宮島 順一     

  
 

5月 30日(火)、仏崎の岩場で岩トレを実施した。鈴木さん、勝野さん両名が講

師となり基礎から実施。大変暑い一日であったが有意義な講習で、今後も逐次実施

して頂ければ嬉しい。 

ちなみに私は休憩中カラビナを谷側に落としてしまい、確保して頂き下降して  

捜したが見つけることができず、ガックリ！！！ 

  

  湯俣噴湯丘                 
５月27～28日 宿泊3名（桑原・

谷口・横田）イワナや山菜料理・温泉

入浴を堪能した。 
 27日 日帰り4名（尾形・仙波・

鶴川栄子・宮島 

 湯俣川の激流で噴湯丘まで行けな

かったが、最高に楽しい湯俣でした。 
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 霧訪山読図講習会   古畑文子    2017年5月21日(日) 

           参加者；谷口 宮島 鶴川栄子 古畑文子 

 塩尻駅東口 7：30集合。参加者は大町労山の 4名だけだった。講師の古川さん、

戸塚さんと車で登山口(矢沢川方面)に向かう。8：00登山口着。 

まず持参した地図の畳み方と磁北線の引き方を習う。古川さんから予め磁北線を

引き、2 倍に拡大コピーした地図をもらい、コンパスの使い方を習う。植生、送電

線、川の位置等から現在地を確認する。等高線からおおよその標高も分かる。 

川沿いの登山道を地図を見ながら出発する。しばらく行くと、地図にはない祠が

あった。歩きながら古川さんが「道が川から離れてきましたネ」と言われるので、

慌てて地図を見る。なるほどと思った。花ばかり見てのん気に歩いていたら気づか

ず通り過ぎてしまうところでした。しっかりした登山道だが、地図を見て川の位置、

等高線の幅からどの辺りを歩いているのか確認する。 

標識のある所でもコンパスを使い確認。尾根道を登り，見晴らしのよい鉄塔の下

で休憩する。山座同定～間違いなく霧訪山だった。 

「それじゃあ大芝山はあれだネ」と言って指さした山は、コンパスで調べると違

っていた。思い込みは危険だと思った。 

12：15霧訪山着。昼食後、大芝山に向けて出発(13時)。地図上で現在地を確認し

ながら歩く。等高線から地形をイメージするのが難しい。 

大芝山からの下りで、道が2つに分かれ、片方はロープで通行止めになっていた。

目的地にコンパスを合わせると廃道の方向を示す。ロープがなければ確実に間違え

ていた。 

その後も何度か現在地を確認しながら下山。16：30登山口到着。 

今回参加して、目に見える風景が、地図上にどう表わされているのか、想像する

のが難しかったです。次回山に登る時は、地形をイメージしながら歩き、地図読み

の力をつけたいと思いました。大変勉強になりました。 

月例会報告 6月6日(火) 出席者 10 名(新加入者あり) 

1；山行・行事実績 

 5月20日(土) 鍬ノ峰募集山行 会員13名(P1) 一般参加19名 計32名 

   キャンセル2名 当日参加2名 ±0 

 5月21日(日) 県連・霧訪山地図読み登山 谷口・古畑文・鶴川栄子・宮島 

   大町労山の4名のみだったため、マン・ツー・マンに近い講習となった。 

 5月23日(火) 一夜山；石井・勝野・古畑文 

    近年人気が出ている山で駐車場は広い。山菜が豊富で展望もよい。 

 5月27(土)～28日(日) 県連・湯俣自然保護講座 

   宿泊3名；桑原・谷口・横田‥イワナや山菜料理・温泉入浴を堪能した。 

   日帰り4名；尾形・仙波・鶴川栄子・宮島 

 5月30日(火) 仏崎・岩トレ 5名；勝野・鈴木 鶴川栄子・細田・宮島 

   テーマ(今後の課題)：確保技術～誰でもが確保者になれることを目指す。 

   事故：フリクションノットを掴んだまま下降して滑る。 

ヒヤリハット：カラビナを落として紛失。 

 6月4日(日) 針ノ木清掃登山  

   針ノ木岳：勝野・谷口・細田・宮島  針ノ木岳→滑走；尾形・小山・横田 

   針ノ木峠(途中までを含む)；鈴木・森田・桑原・仙波 

   課題；登山隊とスキー隊の時間調整をどうするか。 

 

2；これからの山行・行事 

 6月10日(土)～11日(日) 両神山  

参加予定者；勝野・尾形・津田・鶴川栄・前田・細田 

 6月18日(日) 戸隠西岳 or 佐武流山 予定 鈴木 

 6月24日(土) 中央アルプス 予定 鈴木 

 6月25日(日) 県連・各会担当者会議；駒ケ根 

 参加予定者 尾形・鈴木・谷口 

  月  日( ) 地図読み講習 大洞山(？)  

夏から秋の山行希望（日帰り・泊）を積極的に出して下さい。 
昨年までは、50周年のリレー縦走などがたくさん入っていましたが、今年はまだ何も決まってい

ません。可能な限り長期的な計画を作成したいと思います。夏山合宿の日程は 8月
18 日(金)～20 日(日)に決定‼ １泊しか参加できない方のルートも含め検討し

ます。山域希望募集中‥次回例会(6月 20)までに‼ 
 

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiR58LvpMLUAhUEpJQKHQinBvIQjRwIBw&url=http://www.wanpug.com/illust227.html&psig=AFQjCNG8UVkY2hrMwcMSJ95ecbwI-QIbrw&ust=1497699758348293
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ニューフェイスさん登場  有岡耕三さん 

新しく入会することになりました有岡（６７）で

す。宮崎市在住ですが、北アルプスの山やスキー場

に惹かれて、白馬村に別荘をセルフビルドし、年に

数ケ月をこちらで過ごす事にしました。ご一緒頂け

る山仲間も欲しいなと思い、加入をお願いした次第

です。妻も山行に同行させて頂く事があるかもしれ

ませんので、その時はよろしくお願いします。 

宮崎では、元職場（生協）の山仲間を中心に、阿

蘇・久住・霧島・大崩などの九州の山、年１回程度

は日本アルプス方面の山（昨年は秋の涸沢から奥穂

高）、たまにはスキー（昨シーズンは八方周辺）という感じで楽しんできました。 

また６３才の手習いでギターを始め、最近では山の会や同窓会などで、ギター伴奏を

して皆さんに歌って頂いています。フォークソングを中心に、山の歌も少し伴奏出来る

ようになりました。妻はコーラスグループの指導をしておりピアノなど鍵盤楽器の演奏

が出来るので、一緒に楽しんでもらっています。 

 しばらくは白馬村をベースに、北アルプス・中央・南・八ツなどの夏山を登りたい

と思っています。特に花の良い季節に登るというのが私流の選び方です。山は楽しく、

岩と雪は避けて登り、ピークは必ずしも目指さなくなってきました。年齢を自覚し無理

な山行はしない･･･こんなスタイルで良ければおさそい頂きたいと思います。 
 

雨飾山･･･シラネアオイが丁度見頃でした･･･2017年6月15日 有岡 

 雨飾高原キャンプ場登山口から雨飾山へと登ってきました。6:30出発するとすぐの 

大海川原から残雪が残っており残雪量の多さを思わせる感じ。このあたりは水芭蕉が 

それなりに咲いていました。尾根に取りつくとカタクリ・イワカガミ・ショウジョウ 

バカマなどの花が咲いていました。ブナ平までくると残雪が多くなってきました。 

ここから荒菅沢までは何カ所も残雪があり、道迷いしやすい所があり要注意です。 

 

8:30荒菅沢を過ぎると尾根の急登になります。ここからの登山道は雪が殆どなくツバ 

メオモト・キジムシロ・・・ありました・・・シラネアオイが紫ピンク色の上品な花 

を咲かせていました。笹平を過ぎるとハクサンイチゲ・ハクサンチドリなども出てき 

て、もちろんシラネアオイもあちこちに咲いており、山頂までずっと花一杯の稜線歩 

きでした。10:00山頂着＆昼食、13:30登山口へ無事下山。 
 

自 己 紹 介 森田 高
たかし

    2017年 6月10日(受) 
 

みな様、初めまして。四国中央市に住む森田高です。安曇野

で勝野さんに声をかけて頂き、大町労山に入会することができ

ました。 

私は昭和 23(1948)年生まれ。愛媛県と高知県の県境の山村

で小学校6年まで生活していました。それまで電気はありませ

んでした。船窪小屋に魅せられるのも、子どもの頃の思いから

かもしれません。 

59 才の時に大病をし、幸いよい先生に出会い現在の私があ

ります。でも 3ヶ月に1回は検査をしています。 

治療後突然山に行ってみたくなり、新聞社のツァーで2012年4月8日、三平山(1010m)

が初登山です。 

その後、ツァー会社が五竜岳の募集をしていたので申し込みましたが、私のレベルが

分からないので参加できないと言われました。富士山に登って来ればOKだと言うので、

2012年8月12日に富士山登頂を果たし、8月25日に五竜岳ツアーに参加してアルプス

デビューすることができました。 

しかし、四国から長野まで来るとなると、1回 6～7万円かかるのが悩みの種でし

た。そのうち、登山ツァーをしていた友人が長野に移住すると言うので、私も友人

宅の近くに小さい小屋を見つけ、ゆくゆくは登山をしながら生活をと思っています。

しかし、いつまで歩けるかが気になります。     

3000m の国内の山は登ってみたいと思いますが、登りたい山より、登れる山と言

う言葉があるので、労山のみな様に色々教えて頂いて、楽しみたいと考えておりま

す。 

労山のみな様に出会うことができたのも勝野さんのお陰です。有難うございまし

た。現在は四国で色々仕事があり、長野に行けませんが、区切りをつけて行きたい

ものです。どうぞよろしくお願い致します。 

 

有岡耕三、淳子 

イワカガミなど多数の花   荒菅沢までは何カ所も残雪   シラネアオイが丁度見頃でした 
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私の山行履歴 

初めての試みである

が、個人的な山行のまと

めをしておきたいと考

え、年間（総会から総会ま

で）の山行履歴を表にし

てみた 
山行回数・日数は45回

61日。ノルマではないが

週 1 山行を自分の目標に

している。 

他の会員に比べ回数は

多いが、県連関係(8)・大

阪泉州労山関係(6)・単独

行(5)を除く大町労山の

山行は26回で半分強。  

山行形態はﾊｲｷﾝｸﾞから

岩・雪まであるが、ﾄﾚｰﾆﾝ

ｸﾞ山行が10回ある。 

時期的には、天候の関

係もあって冬が少ない。

天気が許せば、12～2 月

の山行をもう少し増やし

たい。 

歳とともに山行形態も

変わってくるだろうし、

テントを担いでの縦走は

厳しくなっているので、

気持ちは高い目標を保ち

ながら、慎重に安全登山

を続けていきたい。 

※悪天等で中止した山行  

を除く。 

旬の淡竹で たけのこご飯  

   

材料（つくりやすい分量） 

・たけのこ（胴の部分。ゆでたもの／5mm幅くらいの細切り） 100g 

・油揚げ（余分な脂は抜く／せん切り） 40g 

・米 2合（360ml） 

・だし 350ml 昆布出汁とカツオ節出汁のミックスがベスト 
・調味料；酒大さじ 1・うす口しょうゆ大さじ 1＋1/2 塩小さじ 1/2 

・昆布；（3cm角のもの） 1枚 

・木の芽；適量 

つくり方 
1；たけのこは 5mm幅くらいの細切りにする。油揚げは紙タオルにはさんで余分  

な油を取り除き、せん切りにする。  

★ポイント>たけのこは、程よい歯ごたえが残るように、あまり細く切りすぎな  

い。  

2；米は洗ってざるに上げ、余分な水分をきる。  

3；炊飯器の内釜に 2の米を入れ、出汁と調味料を注ぐ。昆布を入れ、1のた 

けのこと油揚げを加えて炊く。  

★たけのこと油揚げには下味をつけず、調味料とだし、昆布とともに炊く。  

4；炊き上がったら約 15分間蒸らし、底からサックリと混ぜる。器などに盛 

り、木の芽を添える。  

サバ缶入り 竹の子汁も ‼ 

食べやすく切ったタケノコを茹でてサバ缶で味をつけるだけ‼ サバは細かく   

潰して‥。隠し味におでんの素。味噌を入れる場合はほどほどに。 

回 日数 日 内　　容 行動

1 1 3月26日 天狗原山スキー 泉州
2 1 3月27日 小日向山スキー 泉州
3 2 4/2～4/3 大阪・百丈岩トレ&搬出訓練 泉州 ﾄﾚ
4 1 4月16日 爺ヶ岳南尾根
5 1 4月19日 陸郷トレッキング下見
6 1 4月23日 陸郷トレッキング
7 1 4月24日 唐松岳
8 2 4/29～30 爺ヶ岳南尾根 泉州
9 2 5/4～5 針ノ木スキルアップ 県連 ﾄﾚ

10 1 5月8日 岩櫃山
11 1 5月14日 鍬の峰公募登山
12 1 5月22日 岩トレ（大阪） 単独 ﾄﾚ
13 1 5月29日 岩トレ（大町人工岩&仏崎） 県連 ﾄﾚ
14 1 6月5日 針ノ木岳
15 1 6月11日 白馬岳 単独
16 1 6月18日 岩トレ（駒ヶ根人工岩） 県連 ﾄﾚ
17 1 6月30日 大渚山
18 1 7月2日 岩トレ（仏崎） ﾄﾚ
19 1 7月8日 明星山
20 2 7/23～24 県連ｽｷﾙｱｯﾌﾟ（大町人工&仏崎） 県連 ﾄﾚ
21 2 7/30～31 燕から常念縦走（泉州夏合宿） 泉州
22 2 8/7～8 唐松から祖母谷温泉 単独
23 1 8月14日 西穂高岳
24 3 8/19～21 夏山合宿（新穂高～双六～槍～新穂高）

25 3 9/2～4 北アルプスﾘﾚｰ縦走③・爺～鹿島槍

26 2 9/24～25 中尾温泉から焼岳・西穂山荘
27 1 10月2日 岩トレ（物見の岩） 県連 ﾄﾚ
28 2 10/9～10 稲子岳南壁 県連
29 1 10月15日 蝶ヶ岳 単独
30 1 10月23日 風吹大池
31 1 10月26日 岩トレ（仏崎） ﾄﾚ
32 2 10/29～30 甲武信岳
33 1 11月10日 明科～長峰山・光城山
34 1 11月13日 妙義・谷急山 単独
35 2 11/17～18 谷川岳
36 1 11月20日 二子山ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ 県連
37 2 12/24～25 天狗岳 泉州
38 1 1月4日 守屋山
39 1 1月22日 峰方からﾊｲﾗﾝﾄﾞ・ｽﾉｰｼｭｰ
40 1 2月15日 地蔵の頭雪上訓練 ﾄﾚ
41 1 2月26日 黒沢尾根
42 1 3月4日 小鉢盛山
43 2 3/11～12 横岳石尊稜 県連
44 1 3月19日 上州武尊山
45 1 3月25日 雨引山

61

2016年度の山行実績（ゲレンデスキーを除く）

※ 「行動」の空白は、大町労山山行　「ﾄﾚ」はﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ


