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黒斑山 (2404m）
2017 年 12 月号 VOL4-NO45 12・14 発行

2017 年をふりかえって‥ 谷口伸二

今年もあっという間に過ぎ去ろうとしています。
50 周年記念事業を終え、のんびりする暇もなく、1 月 4 日の守屋山、1 月 8 日青春 18
キップの岩殿山（中央本線大月駅から）でスタートしました。
今年は天候にあまり恵まれず恒例の、富士山を見る山行、京ヶ倉（公募山行）
、風吹大
池等が大雪や雨のため中止となりましたが、春の公募山行（鍬ノ峰）
、夏合宿（八ヶ岳）
、
等は参加者も多く盛況となりました。
個人山行でも天候不順により計画変更が多い年でしたが、それでも活発な山行がなさ
れたと思います。
初めて企画した山岳総合センターでの総会，有志による前日の山行、泊まり込み交流
会、当日の講演会の行事とセット開催は好評でした。今後も続けたいと思います。
今年も重大な事故の無い中で年末を迎えています。冬山への時期となりましたが新年
のおいしいお酒が飲めるようお願いします。
これからも、
「安く、楽しく、安全に」を合言葉に大いに山へ行きましょう！
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11 月 25 日 晴

記録者 鶴川 栄
参加者 勝野 古畑文 杉田燈里(新) 鈴木 谷口 鶴川栄・栄子 宮島 計 8 名
【コースタイム】
松川道の駅 6：16➡高峰高原 8：30➡9：00 発➡山頂 11：20➡12：00 発
➡中道コース経由 13：15➡高原ホテル（♨）➡松川 16：50 走行距離 231km
朝 6 時出発のところ、珍しくスピード卿 S さんが遅れて到着した。車の屋根に雪が載
っている。雪降りの中、車を出すのに苦労したらしい!! この後、安曇野市で 2 名と合
流する。K ナンパ師は若い女性のあかりさんの車に乗り込み、3 台で長野道へ入る。飛
ばし屋 S さんの車は、もう影も形もなく前方はるかへ行ってしまい、会長車とあかり車
2 台、一路小諸 IC 経由で峠に向かう。道路は雪がなく、峠直下辺りで薄っすらと白く
なった程度で安心した。
高原ホテルでトイレをお借りした後、9 時近くに出発。時々ヒューッと強風が吹いた
り雲の流れが速い。雲が山頂部を覆って絶景展望が期待薄の中を歩く。木々がクリスマ
スツリーになっていて寒いけど美しい。短いコースだけど、ふわふわ雪に登山道は足を
取られて疲れる。1 時間近くかけて登り着いた槍ヶ鞘ピークに出ると浅間山が目前に現
れました。良かった!! 何回来ても飽きないこの景色…。ありがたやーありがたやー。
この後、トーミの頭、黒斑山頂と順調に登りつめ、山頂にて絶景を愛でながら、慌た
だしく食事をしたり、集合写真を撮って、私以外は中道コースで下山しました。私は未
練がましく展望コースで写真を撮りながら、車坂峠に下りました。途中 15～20 名位の
ツアーパーティーが 4 団体ほど通過しました。
峠駐車場に着くと殆ど時間差ない到
着だった。この後、K さんの友人の影響
力のお陰でデラックスな高原ホテルの
♨に無料で入浴させて頂きました。感
謝、感謝!! さすがに気が引けて 500 円
出してキリンの一番しぼりを買って飲
みました。ホテルラウンジの窓越し正面
に富士山、右手に八ヶ岳連峰、左手に奥
秩父連峰まで見えて素晴らしい‥‥。
今年は沢山いい山行ができたと、山の
神様に感謝申し上げます。

歴史の道

中山道・与川道（よがわみち） 11 月 30 日

報告者 宮島順一
参加者 勝野 神津 古畑 鈴木 鶴川栄子 細田
「歴史の道・与川道」は木曽川沿いの中山道が水害でたびたび通行不能となり、
その迂回路として三留野から野尻へと峠越えをする道ができた。
車二台に分乗し南木曽駅前の駐車場に到着後、与川道に向け 8 時 40 分に出発。
歩いていると駅付近にある貯木場の奥には桃介橋（国指定重要文化財）が眺望でき
る。所々に昔の面影が残る住宅街を進むと、後方を歩いている方が古い民家を見て
いくよう声を掛けられ見学することにする。池には錦鯉が悠々と泳いでおり、古民
家の中は往時を感じる建物で代々神主
をやっていた家柄であったと説明があ
った。
道路沿いには南天やお茶の木が散
見でき、安曇野より暖かい地域と感じ
る。
三留野宿を経由し与川道は山の中に
入っていく。11 時半、四阿屋やバイオ
トイレがある休憩所で少し早い昼食を
摂った後さらに道を進む。
舗装道路に出
たりまた山の中に入ったりの繰り返し
をして進むが、
今回感じたのは立派な家
がたくさんあり、古い家が見当た
らなく、このような山奥の地域に
あって不思議に思った。最後は舗
装の林道を野尻駅まで歩いたがこ
れが思いのほかきつかった。
駅には 13 時 20 分頃到着。南木
曽駅に戻る電車の発車までは時間
があるのでしばし休憩。心配して
いた天気も時々日差しがあり晩秋
の与川道を楽しんだ。南木曽駅に
戻った後、上松町にある「ねざめ
ホテル」で汗を流し帰宅した。
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大町労山 忘年会開催される！
12 月 2 日(土)、松川村 喜美(よしよし)餃子屋で本
年度の忘年会が 22 名の参加を得て盛大に開催されま
した。今回は鶴川栄子さんら女性会員のお骨折りによ
り、桑原さん 82 歳のお祝いのケーキも用意され、桑原
さんの誕生祝いと 2 人の新入会員歓迎で賑やかな忘年
会になりました。
遠方の会員や療養中の小
林前会長、
県連理事会に出席
してくれている横田さんな
ど、
参加できない方もありま
したが、会員 22 名と元会員
の石井さん、
さらに黒岩さん
の娘さんもあわせ 10 才代か
ら 80 才代まで、計 24 名の
参加で大きく盛り上がりま
した。
左手前：黒岩さんとお嬢さん。右手前(V サイン)：杉田さん

ニューフェースさん登場

杉田燈里さん
保育士をしています。自然が好きで、山は常念岳や八ヶ岳等に登ったことがあ
ります。あまり体力に自信がなく、山の経験もないのですが、これから少しずつ
チャレンジして行きたいと思いますので、みな様にご指導いただければ幸いです。
よろしくお願い致します。

黒岩佳美さん
佐久山の会より移籍させて頂きました、黒岩佳美です。出身は京都で長野
へ引越してきてからもうすぐ 7 年になります。登山歴は 9 年くらいでまだま
だ初心者です。これからいろんな山歩きを楽しみたいと思っています。よろ
しくお願いします。これまで登った山…富士山、蝶・常念岳、燕岳、北穂、
御嶽山、天狗岳、硫黄岳、雄山、千丈ヶ岳、雲の平〜鷲羽岳～双六岳…

日向山（山梨県） 11.19

参加者 10 名

報告者 横田竜三
参加者 尾形 神津 古畑文 鈴木 津田 鶴川栄・栄子 細田 宮島
10 月戸隠西
岳に行ったき
り、週末の悪
天候で山行は
なかった。10
月 29 日のきの
こ採り山行は
楽しみにして
いただけに残
念であった。
久しぶりの 2
連休であり、
体を動かした
かったため、
参加した。
日向山は名
前のとおり日当たりがよく、たくさんの人が登りに来ていた。
林道から矢立石までの登山口が車両通行止めになっており、そこに各県より来た車
が 10 台ほど駐車していた。U ターンして何処かに駐車場所を探そうとした所、「先ま
で行けますよ。」とわざわざ簡易なバリケードを開けてくれるではないか。行けると
ころまで行ってみますかとその先を矢立石の登山口まで進む。車では 5 分位である
が、徒歩では小一時間かかる舗装道路である。すんなり登山口まで来れた。途中落石
注意の看板はあったものの、車道はキレイであり、通行止めの意味がわからない。何
分か後その親切にもゲートを開けてくださった方も車で来た。「どうも試されていた
らしい。我々の車が降りてこなければ登山口まで行けるということだ。」とよくわか
らんが、全員揃ったため、出発。10 名とは久しぶりの大人数だ。日当たりがよく秋の
日差しが眩しい。
約 2：15 程度で頂上に到着。頂上は燕岳みたいな風化花崗岩で歩いて来た道と全く
ちがうので面白かった。風が強く、すごく寒い。ギャップがすごくて楽しい山行でし
た。
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虫倉山 山行
報告者：いくババ
参加者；勝野 細田

12 月 2 日(土） 天気 雪 〜 晴れ
M さん N さん NK さん 計 5 名(女性 4 名)

会の忘年会が、その日の夜だったので、大町方面で登れたらと思っていたら、
勝野さんにお誘いをいただいた。顔見知りの M さん、N さんだったので心強い。配
車の関係で私の運転となったので当日はドキドキである。自宅では雪が無かった
ものの、待ち合わせ場所では積雪が見える。大町過ぎると気温の低下と共に道にも
見受けられる。中条の登山口までの狭い林道はしっかり積もっていた。スタットレ
スの効きを確認しながらゆっくり進む。駐車場は誰もいない。
9 時 5 分、不動滝コースの入り口からゆっくりしたペースで登り始める。落ち葉
の上の雪が圧縮されて、靴底にへばりつく。落ち葉まで付いてくるので、高下駄を
履いたようだ。思っていたほど寒くなく、上着を脱ぎながら登る。柏鉢城コース合
流点 10 時。
雪が樹木について霧氷の様に美しい。10 時 50 分頂上着。パノラマは雲に遮られ
所々しか見えない。頂上で早目の昼食を取る。N さんがおやきを焼いてくれたので
熱々をほおばる。美味しい。後から二人ほど上がって来たが、ゆっくりとした時間
を過ごす。下山時は雪も溶け一気に下り、12 時 55 分到着。くねくね道を行き、村
内のむしくらの湯に浸かり帰路につく。
次回は、展望に期待したい。
【コースタイム】7：30 勝野宅集合－(大町で 1 人乗車)－9：05 不動滝コース発
－10：00 柏鉢城コース合流－10：50 虫倉山頂 11：45－12：55 登山口

戸倉山（伊那富士）市野瀬コース

2017 年 12 月 10 日 miho 記

立山・雄山

11 月 28 日

報告；中村聡子さん 同行；勝野

参加者 6 名 （L）栄さん・栄子さん・(D)昌昭さん・広一さん・じゅんちゃ ＆筆者

【コースタイム（記録栄子さん）
】
松川道の駅 6：40→安曇野 IC7：00→伊那 IC7：40→登山口 9：10→見晴台 10：15→
東山頂 10：58→西山頂 11：10→避難小屋食事 11：25～12：10→登山口 1：37
登山口までの林道は集落を入るとほどなく舗装が切れ、急な山裾を縫うように行く車１
台分の幅。片側ガードは所々しか無く、雑木があるとはいえ絶壁のダートな道。日陰に
は雪もあったが、昌昭さんの冴えた運転テクで車は難なく登山道入口に到着。他に車は
無かった。落葉の上に浅く残る新雪には小動物の足跡がたくさん♪♪人間は私たちだけ
のようだった。かなり急な斜面の山だが、細いけれどつづら折りにつけられた登山道は
整備されているようで、１㌔ごと案内板があった。
栄子さんの程よいペースで汗をかくことも無く雪と落葉を慎重に踏みながら歩いた。風
も無く雲一つない青空。途中の見晴台と東山頂からは仙丈ケ岳を大きく正面に、甲斐駒
ケ岳などの南アルプスの山々を一望に見渡すことが出来、そこから 5 分ほどの西山頂
では反対側の中央アルプス～北アルプス白馬方面までずらりと並ぶアルプスの眺望。長
大なスケールに感激！！ 他の登山者は反対側から来た 3 組ほどのみ。
頂上からすぐの避難小屋は板の間に畳ゴザのこざっぱりした４畳ほどの建物。そこで食
事しようと決め、靴を脱いで足を延ばしながら食事。風をよけて陽の射す暖かな小屋の
中で、じゅんちゃが初めて作ったという皮付きで愛嬌たっぷりの美味しい干し柿など頂
きながらのんびり楽しく会話が弾むひと時を過ごした。
下山時は少し雲が出て冷たい風が吹き始め、ウエアを着こんだが、山を巻くと風が変わ
り暑くなってまた脱ぐなど調節した。
枯葉と雪で滑る足元に少し緊張した
が、靴底に付く枯葉と雪を落しなが
ら慎重に下山。ブナや林の中を吹抜
ける風音が気持ちよく癒された。下
山後は別の林道経由で千流荘の湯に
つかり、伊那名物のロー麺の美味し
い店が有ると言うので検索したが営
業時間外であきらめ。中央道パーキ
ングで食事をして帰宅した。
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【室堂 10:10～一の越山荘 11:40～雄山 13:00～一の越山荘 14:00～14:55 室堂】
始発の 8:30 扇沢発のトロリーバスに乗り室堂まで。室堂に着いたのが 9:55、遅
めのスタートです。終電は 15:15 なのでそれまでに戻ってこなければ家に帰れない
～と、時間を気にしながら歩きました。
室堂駅から外に出ると素晴らしい景色が広がっていました。これ以上ない快晴に
真っ白にコーティングされた山々。来れて良かった〜 感謝です。目に入る景色全
部が真っ白なので距離感が狂うのか、雄山がすごく近く見えます。
室堂から一の越山荘まではワカン、一の越山荘から山頂まではアイゼンを装着し
ました。全行程トレースが付いていました。
一の越山荘に向かう途中の浄土山の斜面で、去年同じ 11 月末に雪崩があったと
いう情報を見たので少し緊張しながら歩きました。雄山山頂手前だけ風が強く、風
に飛ばされた雪がバシバシ当たってきて痛かったです。
雲が全くない日で山頂からは富士山に白山、日本海も見え 360 度景色を堪能出
来ました。バックカントリーの方がほとんどで登山客は数えるほどしかいなかった
です。最終バスにも間に合い、大町温泉郷の薬師の湯で暖まってから帰りました。

わが家の Xmas ツリー
家を新築した時に植えたニオイヒバ。
数年前からツリー
を飾り始め（当時は 2～３ｍ）昨年は５ｍに成長。
今年は２階ベランダ手すりまで届く高さ。もう無理かと思った
けど 1 人で何とか飾れました。わが家のシンボルツリー。
私のお遊びです（＾－＾）
miho

重なり合う季節 阿蘇大観峰の花達

木偶野呂爺

山 を 想 う

鈴木 均

「人は、なぜ山に登るのか」
「人は、なぜ遭難するのか」いずれも言い尽くされてきた
単純な命題ではあるが、正解はない。私が山を始めてから 35 年くらいになるが、最初
の頃は、たまの休みに一人で和泉山脈を放浪した。何を求めていたのかわからない。夏
休みには、まとまって北アルプスへ。ほとんど単独行。雪山をやりたくなって長野県山
岳協会の訓練に参加したり、学んだりした。技術の習得と仲間を求めて泉州労山に加入。
四季を問わず、近郊の低山から海外まで、実に多くの山行を楽しんだ。遭難一歩手前も
何度もあった。まだ生きている！厳しかった山行ほど記憶が鮮明だ。
「重い荷物を担いで、何が楽しいんだ」と、多くの人から尋ねられた。低山は低山な
ウメバチソウ

アリノトウグサ（ユキノシタ目）

りに、高山は高山なりに、単独行は思索の単独行に、仲間との登山は和気藹々と。新緑
の春山、残雪の北アルプス、紺碧の青空に屹立する嶺峰。真っ赤なナナカマドに目を奪

高山植物は北のものだと言う思い込みがあって、九州の山には見向きもしなかった
ので、阿蘇の草原でウメバチソウを見て仰天した。中国山地の湿原でも普通に見られ
るのだから、九州山地にあっても不思議ではないと、己が浅学・偏見を恥じる。
夏の花の筈が今を盛りと晩秋の草原を彩る一方でこの紅葉はなんぞ!や‥? ムラサキ
ベンケイソウの仲間～ミセバヤではないかと思って図鑑を探したが特定に至らず、知
人に「アリノトウグサ」と教えられた。初めて聴く名である。

われる秋山。寒風吹きすさぶ中、アイゼンとピッケルに命を預け、一歩一歩を踏みしめ
る厳冬期の山。しぶきを顔に吹き付けられながら登る沢・・・・テントの隙間から輝く
オレンジ色の太陽、冬のキーンと凍てつく空気、それらのいずれをとっても、登山とい
う行為の中で多くを学び、楽しんできた。
いつまで登れるのかわからない。自分の中でも、
「そろそろやめる時期が来ているよ」
という声と「もう少し行けるよ」という二つの声がする。最近は、二つの声を聞き分け
ながら、
「もう少し・・・」がゆっくり進行している。 自分もそうであったように、働
きながら山に行くというのはなかなか厳しい。山はツアー旅と違い手ぶらではいけない。
「あの山に行くんだ」という強いモチベーションを持ち、自らのテンションを揚げて装
備を準備する。必要な装備がなければ、場合によっては生命にかかわってくる。そんな
スポーツはない。また、登山という行為はきわめて文学的だ。登山にかかわって、どれ

ヤマラッキョウ

セリ科植物の黄葉

ムラサキセンブリ

だけの書籍が発行されているか。他のスポーツでは、名著といわれるものはない（？）
が、山にかかわる名著はあげるときりがない。

ミルクロード脇に点々と咲く紫を、はじめはアザミかと思ったが、車を停めて改め
て見るとヤマラッキョウだった。我が山畑のラッキョウに比べて何と逞しいことか！
無数に見られるその足元に、僅かながらムラサキセンブリを見つける。台所の片隅
に無造作に吊り下げられ、苦い薬の筆頭として子どもにも知られたその花は白花だっ
た。色は違うがセンブリを見るのはそれ以来で、自分にとっては幻の花だった。
紅葉に黄葉が重なって緑の葉と対照をなし、季節が重なり合う阿蘇外輪・大草原。
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冒頭の命題に戻る。
「あなたはなぜ山に登るのか」
。私は、感動を求めて登っている。
それは山頂までの途中も、そして山頂に着いてからも。最近は、そう思うようになった。
「なぜ遭難するのか」
。山という自然に対して謙虚でないから。人間は自然を越えるこ
とができない、どこにでも危険が潜んでいる、危険に対する想像力を持てていないから。
最後に、仲間を信頼しよう。生きることに執着しよう。

次期機関紙発行体制に向けて

機関紙担当

今月も活発な山行や行事が行われ、それぞれの山行・行事の記録や写真等が寄せら
れています。今年は各山行ごとに記録担当が決められていると聞いています。もちろ
ん、その「順番」に関係なく送って頂いてもいることでしょう。半義務化であれ自発
的であれ、今年度はここまで途切れることなく山行記録が寄せられ、機関紙担当から
原稿をお願いすることはなくなりました。
こう言う状態が定着・維持されることによって、
「機関紙の発行が誰にでもできるよ
うに」したいと言うのが、今年度の担当者としての最大目標で、この課題は達成され
つつあると言うことを実感していますが、ここで改めて次年度の機関紙発行体制のあ
り方について整理しておきたいと思います。
現在の機関紙の中身は、毎月の例会で集約される会（県・全国連盟を含む）の活動
の報告と、当面の活動計画をお知らせすることを主とし、実際の山行・行事に参加さ
れた方々の記録（感想文・報告文・コースタイムデーター・写真等）がその様子を生
き生きと伝えるものとしてこれを補完しています。
例会の内容をまとめるのは正確に記録をとり、不明な点は会長や事務局長、参加会
員に聞く等して補完すればよく、詳細なレジメもあるので難しいことではありませ
ん。極端に言えば機関紙はこれだけでも事足りていると言え、年度当初はこのような
例会報告だけの月があってもよいと思っていたのですが、幸いにも毎月沢山の記録が
寄せられて現在に至っています。
山行記録、その他の原稿が寄せられれば、後はこれを編集して各ページの中にうま
く配置して行けばいいだけのことで、これは PC を使ってもいいし、手書きでもいい
のではないかと思っています。ページ数は原稿の多寡に応じて増減すればよく、スペ
ースが空いてしまった場合は担当者の創意に基づく企画記事を盛り込めます。
問題となるのはこの山行記録で、今年度は様変わりしてきてはいますが、それでも
「機関紙担当が山行記録を求める」と言う図式は変わっていません。
山行記録に限って言えば、山行を管理・記録する部署があり、機関紙担当はそこに
集まる記録の全部または一部を紹介すればいいと言うのがあるべき姿だと思います。
一足飛びに山行管理・記録と言う部署を設けることができないなら、すべての山行に
関して CL が記録係を指名し、あるいは自らが記録係となるべきです。更に、会員で
あれば誰しも CL を経験するような山行形態を目指すべきではないかと思います。
機関紙担当は「機関紙部」とし、複数の担当者を置く必要があります。私自身は印
刷と発送を助けてもらって 1 年以上になりますが、本当に助かっています。その態勢
を維持しつつ、さらにもう 1 名以上の担当が必要です。それは複数の担当者の方が、
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相談しながら役割分担もして進めて行くことで気持ちの負担を大きく軽減できるから
です。1 人で悩まずに楽しく機関紙をつくる体制をつくって行きましょう！
と言うことで、誰もが担当できる条件は整いつつあることをご報告し、会員諸氏が
次期担当者として積極的に立ち上がって下さるよう呼びかける次第です。
森田

忘年会確認事項

～ 例会に代えて

※青太字は実施された山行

①12 月 9 日(土)
②12 月 10 日(日)
③12 月 10 日(日)
④12 月 13 日(水)
⑤12 月 17 日(日)
⑥12 月 23 日(休)
⑦ 1 月 8 日(祝)

北八ツ 古畑文・細田・鈴木
県連気象講習会（松本）細田・鈴木
伊那戸倉山 尾形・神津・津田・鶴川栄・栄子・宮島 6 名
岩・アイゼントレ（仏崎）勝野 古畑文・鈴木・細田
岩殿山 尾形・宮島・神津・鶴川栄・栄子 8：30 松川
赤岳 小山・勝野・谷口・古畑文・細田・鈴木
百蔵山 勝野・尾形・桑原・鶴川栄・栄子・谷口・鈴木・宮島
仙波・古畑文・細田・神津・津田・黒岩母子 15 名
往：大町 5：32→6：26 松本 6：32→9：26 猿橋
復：猿橋 17：06→20：00 松本 20：15→21：12 大町
⑧1 月 20 日(土)～21 日(日) 県連阿弥陀北稜 鈴木・細田・宮島
⑨1 月 27 日(土) 新年会
1 月 28 日(日) スキー&スノーシュー（県連交流会に合流の可能性あり）
⑩2 月 24 日(土)～25 日(日) 黒沢尾根雪洞泊・翌日小遠見山へ
⑪総会 3 月 18 日(日) ※前日軽登山し、山岳総合センター泊
⑫次会例会 12 月 19 日(火) ＊12 月 21 日(木) 岩・アイゼントレ予定
以上、基本的に確定ですが、追加参加や不参加は早目にお願いします。
12 月 9 日(土)～10 日(日)佐久送年山行は勝野・谷口・杉田・他 3
来年度定期総会 が確定しました。いまから予定に入れておいて下さい。
3 月 18 日（日）場所：大町山岳総合センター 前日軽登山・交流会・泊
記念講演 矢野孝雄氏 大町山岳博物館専門員（以下は、先生ご自身のブログより）
信州の山々に憧れて、学生時代をすごした安曇野へＩターンしました。北アルプスの大自
然のパノラマに、そして、人々の生活をつつみこんでくれる安曇野の景観に、感銘の毎日で
す。私の専門は地質学ですが、風景の美しさの由来にも興味をもっています。美しさの感じ
方は一人ひとり違いますが、逆に、多くの人々が感動する美しい景観にはしっかりとした理
由があるはずです。業務のかたわら、大町山岳博物館から一望できる安曇野～後立山連峰の
大パノラマの美しさの理由を、地形・地質の面から探ってみたいと考えています。

