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2018年 年頭に当たって 

 

                 

2018年 あけましておめでとうございます 

      今年も安全登山をよろしくお願いします 

 

今年も穏やかな新年を迎えましたか？ 

私の住む松川村は雪かきも要らない少雪で少し運動不足ぎみです。 

今年の大町労山は、会員も増えました。年齢層も幅があります。 

「里山登山」「山の歌をうたう会」など皆が参加できる行事も増やしながら、高嶺を目  

指す山行や、県連の登山学校、会での岩トレなどに積極的に参加しましょう。 

そして、「安く、楽しく、安全に」を合言葉に全員で活動しましょう。 

大町勤労者山の会 会長  谷口伸二 

 

報告 谷口   

参加 鶴川栄、栄子、尾形、勝野、文子、郁子、鈴木、仙人、津田、美代子 

   ひろ子、圭子、丸山、順子  計15名 

 🚃南大町駅5:35→ 6:26松本駅6:32→ 9:25猿橋駅🚃 🚶9:45→ 登山口11:08→ 

12:30山頂13:00 →14:00登山口→14:50名勝「猿橋」15:05→15:25猿橋駅 🚶🚃15:40

→19:04松本駅19:09→ 20:04南大町駅🚃 

 

 恒例の青春18キップで行く山行です。目指すは中央線、大月駅近くの高川山、岩             

殿山に続く富士山の見える山の第３弾、猿橋駅近くの百蔵山です。大町労山への加入 

間近の参加者3名を加え過去最高の15名の団体となりました。参加者の多くは18キ

ップの旅に慣れた者で早速アルコールとつまみが回ってきます。松本から３時間の乗

車でしたが外を眺め、いろいろ話しているととても短く感じました。駅から住宅地を

1 時間 20 分程度歩いて浄水場奥の登山道となります。しばらくは緩やかな登りでし

たが徐々にきつくなり、扇山との分岐からの急登を登って山頂に着きました。歩き始

めた頃から徐々に青空が広がり、雲の中だった富士山が今にも現れるのではと期待し

ていましたが、山頂に着いた頃には青空もなくなり富士山を諦め、カップ麺を食べ始

めた頃には雨が近づいてくるのが見え、急いで仕舞って下山開始です。天気予報どお

りの雨を予測して全員傘等の準備は万全でした。帰りは日本三奇橋のひとつとされて

いる猿橋に立ち寄り芸術的且つ先人の土木技術に感心しながら見学し帰路につきま

した。 追伸 当然帰りの電車内は想像通りでした。 
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         年末(恒例)赤岳 

12月 23日冬の赤岳に登る 
夏合宿で登った赤岳に冬も挑戦できるとは思いませんでした。雪をまとったそ

の山容はとても美しく、富士山も望めました。絶好の天気と登山条件にも恵まれ

たことは、天にただ感謝です。 

地蔵からの登坂はきつく息切れし、文三郎からの下山は注意を要しました。又

展望荘から赤岳の稜線は強風も体験しました。 

今回の登山には、今月 13日の岩トレ、アイゼン歩行の訓練、当日の歩行、登坂

の助言があってこその登山でした。貴重な時間を割いて、訓練を企画補助してい

ただいた鈴木さん、勝野さんありがとうございました。当日は、各参加者にも助

言、補助をしていただいて無事登頂できました。 

今年最後の登山は最高の経験となりました。登山後体のあちこちにガタが来た

のは、未熟さゆえでしょうね。来年は、省エネ登山に心がけたいです。イクばば 

 

 
やったー！ 赤岳山頂だー♪♪ 

12月 23日 赤岳 参加者・ひと口感想 

 

●久しぶりに仲間と登る楽しさを味わいま

した。 勝野 

 

●勝野リーダーの下ベテランメンバーの

方々に見守られて、無事登る事ができまし

た。冬の赤岳は最高でした。 古畑 

 

●毎年ほど行ってるのに、赤岳日帰りで初

めてばてました。10時間の冬山は、厳しか

ったです。      鈴木  

 

●４年ぶりのクリスマス

の赤岳山行、これまでに

無い良好な天候に恵まれ

楽しむことが出来まし

た。が、勝野さん、２人の

女傑にはとてもついて行

けず、「足がだるい、テン

ポが遅い」と歩きながら

感じました。歩いていな

い証明です。体は正直で

す。日頃の運動不足を感

じた山行でした。 谷口    阿弥陀（右）と中岳  

 

 コースタイム 

松川村道の駅 5:00 → 7:00 美濃戸 7:20 → 10:15 行者小屋 10:45 → 地蔵

の頭 12:05 → 12:20 赤岳展望荘 12:40 → 赤岳山荘 13:20 → 赤岳山頂

14:00 → 文三郎尾根 → 15:15行者小屋 15:45 → 17:35美濃戸 
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第 52 回 送年山行（佐久山の会主催）に参加して 

2017年 12月 9日(土)～10日(日) 

記録者 杉田 燈里  

参加者 勝野 谷口 SNさん KNさん MAさん（以上安曇野） 全34名 

 

 みどり池から見た星空 Kさん撮影 

 

1日目  14：00稲子湯→15：50しらびそ小屋 

2日目  6：00しらびそ小屋→9：00天狗岳山頂→9：30天狗岳山頂→11：30しらび

そ小屋 12：30しらびそ小屋発→14：00稲子湯 

 

9 日はとても良い天気に恵まれました。稲子湯よりしらびそ小屋を目指し登山を開始

しましたが、雪も思ったよりも多くなく登山道は歩きやすかったです。暗くなる前に！

と思い、ほとんど休憩もせずにがんばって登り１時間５０分で到着。雪で覆われたみど

り池の傍らに佇むしらびそ小屋は、想像通りのかわいらしい小屋で嬉しくなりました。

34名と、例年より参加者が多く、山小屋はギュウギュウ。全国各地から、それはそれは

個性的な方々が集まりとても貴重で濃い時間を過ごさせていただきました。山をやる人

は、酒豪が多いのかな！？！と、思いました。プレゼント交換でストックをいただけた

のが嬉しかったです。（私は持っていなかったのでビックリ。とてもありがたいです☆） 

10日も朝から快晴です。夜中まで続いた宴会が嘘のように皆さんシャキっと元気。さ

すがです。まだ暗いうちに天狗岳登山に出発。冬山の経験がほとんどない私は、不安で

いっぱいでした。でも大ベテランの Iさんの『俺についてこい！！』という言葉に後押

しされ、昨日プレゼント交換でいただいたストックをお守り代わりに持ち、I さんの後

ろに陣取らせていただき、いろいろと山の基礎的な知識を教えていただきながら歩きま

した。とても心強く、楽しい武勇伝をお聞きしながら歩いたためか不思議とあまり疲れ

を感じませんでした。山頂に到着すると、雲一つない本当に素晴らしい眺め。360度山々

が見え、本当に美しかったです。勇気を出して登ってよかった！と本当に思いました。

その後同じルートで下山。私は膝が弱く、下りが苦手なのですが、雪があるほうが膝に

負担が少なく歩きやすいように感じました。雪山は怖いものという思いだけがとても強

かった私ですが、その美しさと魅力も教えていただきました。グループの皆さんにいろ

いろと教えていただき、助けていただいて登り切れ感謝, 感謝でした。しらびそ小屋に

戻ると、みどり池の上にみんなで乗り写真撮影。30 人乗っても大丈夫。(でもちょっと

ヒヤヒヤ) お昼、山小屋に残った皆さんが作ってくださったうどんのおいしかったこ

と！！おなかも大満足で山を下りました。 

今度しらびそ小屋に行くときは、名物のトーストを食べ、リスをじっくり観察したい

と思います！ 

  
 山頂に向かう Kさん撮影 
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北八ヶ岳 渋の湯～白駒池 12月 9日(土) 
報告 古畑文子     参加者 鈴木 細田 古畑文子 

渋の湯着7：30 天気は良いが寒い。8：00身支度を整え樹林帯の登山道を歩きだす。

昨日降った雪が 30 ㎝ほど積もっていたがトレースがあり歩きやすい。多少すべるがア

イゼンを付けるほどではない。ゆっくりペースで1時間ほど歩き休息する、手足の指先

が冷たい。行動食のチョコクロワッサンのチョコが寒さでパリパリになりいつもとちが

う食感になっていたが、これも美味！ ペットボトルの水は凍る寸前だった。ずっと樹

林帯の中を歩く、お日様が恋しい。 

一気に視界がひらけ賽の河原に出る。ここは大きな岩がゴロゴロしていてその上に雪

が積もり歩きにくい、岩の間に落ちそうで怖い。慎重に登って行くと目印用の赤テープ

が付いた長い棒を何本も抱えた小屋の方が下って来られ、「もう少しですよ」と声をか

けて下さった。賽の河原を登りきると少しの間は急登が続いて再び樹林帯に入り、なだ

らかな雪道を進む。 

11：00高見石小屋に到着。この頃から風が強くなる。小屋の裏手にある高見石という

大きな岩が積み重なった岩山に登る。岩の上が凍っていて滑る。全身を使ってよじ登る。

15分ほどで山頂に立つと展望は抜群で眼下には雪の白駒池が見える。だが、あまりの寒

さに早々に下る。 

オーバーミトンをはめ、11：45 白駒池に向け樹林帯を下る。昨日、小屋の方が 1 人

往復したと思われる足跡があるのみで、積雪は 40 センチほどある。木道の上に雪が積

り踏み抜きそうで歩きにくい。 

12：10白駒池に到着、人影は無く小屋も閉まっていた。真白な雪原の白駒池はとても

美しかった。昼食をとっていると男性が1人高見石から下って来て麦草峠の方に行かれ

たようだった。12：40高見石へと登り返す。13：45高見石小屋到着。小屋周辺は若い

登山者が何人かいた。賽の河原14：10陽射しが暖かい。若い登山者が次々登って来る。

30 人ほどのツアーの方も

皆若かった。登りでは気付

かなかったが賽の河原にお

地蔵さんが立っていた。

15：30無事渋の湯到着。 

今回の反省点 寒さ対策

が不充分だった。冬山の行

動食は凍らない物にする事

こと。リンゴが凍ってシャ

リシャリだった。 

聖山（1447.1ｍ） 平成30年 1月14日（日） 

  記録者 宮島順一 
   参加者 尾形・鶴川・宮島 

 

安曇野市明科支所の駐車場に朝 8 時に集合し大岡に向かう。この道は 20 年ほど

前、Ｋ夫婦が横浜市から通ってログハウスを自分で建築したおりに手伝いに通った

道だ。 

 

長野市大岡支所（旧大岡村役場）に近づくと北アルプスの眺望が抜群である。こ

こから登山口がある別荘地に向かう。除雪がなされていたが心配しながら車を進め

る。何とか駐車スペースを確保。 

9 時半に出発し少し歩くと聖峠に到着。ここは分岐点で麻績集落からと三和（み

わ）峠からの登山道が集まってくる場所である。昨日の雪で誰も歩いていないこと

が分かるが、トレースが分かるので安心して登ることができる。樹木に昨日降った

雪がつき、太陽の光でキラキラ光り心が癒される。 

頂上には 10 時に到着。ここからの眺望は天気がよければ最高であるが残念なが

らガスがかかり望むことができなかった。休憩後、登って来た道を下山し 10 時半

には車に戻ることができた。 

 

その後Ｋ夫婦のログハウスでお茶を飲み，1 月 7日に新しく飾り直された「芦の

尻道祖神」を見学後「大岡温泉」（入湯料350円）で温まり帰路に着いた。 

 

  
聖山頂にて                  装い新たな道祖神 
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仏崎・アイゼントレーニング  1月 18日 

    レポーター 黒岩佳美 

 
 

1月 18日大町市仏崎岩場にて行われたアイゼントレーニングに参加しました。

午前中は斜面の登り降り、トラバースの訓練です。岩場の斜面でのトラバースは

ロープを信じることができず、登り降りがとても怖かったですが、姿勢、足の向

き、アイゼンワークなど教えていただき、何度も登り降りすることで恐怖も少し

ずつなくなりました。急斜面での登り降りは最初、ピッケルがうまく使えません

でしたが、使い方を教えていただきスムーズの登り降りできるようになりまし

た。 

 

午後はトップロープを張ってある岩場の登り降りです。下から見上げるとこん

な斜面を登り降りするなんて無理無理って思いましたが、ロープが張ってあるお

かけで恐怖心もなく、岩にアイゼンを引っ掛けてなんとか登る事ができました。  

久しぶりにロープを使った訓練で、ロープワークを忘れてましたが、丁寧に教

えていただきとても楽しく訓練をする事ができました。岩場は苦手でしたが、登

れた時はとても嬉しくなり、もっと上手にできるようになりたいと思いました。  

今日の訓練をもとに実践でも山を楽しみたいと思います。 

 

岩殿山山行 12月 17日（日）天気 雪〜晴れ〜雪 

記録者 細田郁子  

参加者  CL鶴川(栄) 緒方 勝野 古畑(文) 細田 

 

8時集合の松川道の駅に着いた時は、途中から降り始めた雪で先行きやや不安に。

今日は岩殿山山行(豚汁付き)にそそられ、参加させていただく。予定人員は 6人だ

ったが、アクシデントで 5人に変更。緒方車で目的の菖蒲沢登山道に入ったが、道

幅狭し。悪路のため一度降りて、別所コースに変更。 

9時 40分駐車場出発。時折青空ものぞくが、林の中の道は寒々としている。墓地

や廃屋を見ながら、ここに住んでいた人達の生活を思い浮かべる。戦前に建てられ

た馬頭観音がある。かつては人が行き交っていた名残を感じる。落ち葉を踏みしめ

る。足に気持ち良いが、隠された倒木につまずく。尾根に出る。 

菖蒲沢コースとの分岐を経て 10時 55分三社権現遥拝場にたどり着く。この先登

って行かれない人達が正面の三社権現に手を合わせたのか。この先は、稜線まで痩

せ尾根を進む。兜岩横を通って、天狗岩の脇を下る。鎖が張ってあるが、滑りやす

いので気をつける。三社権現奥の院到着。砂岩の大岩がえぐれてその下に小さな社

があるが、本像は岩殿寺にあるようだ。先ずは脇道を登り行者の岩渡りに向かう。

ザックとポールが邪魔になりデポする。トラロープしかない狭い岩の間を登り、岩

の上に出る。三点支持しながらトラバース気味に行者の岩渡りに向かう。北アルプ

スが見える所のようだが今日は望めない。下を見下ろすとなかなかスリリングで、

その先へと進めない。我が隊の冒険家がその先に進み始めたが、今日の主目的でな

いため、隊長からストップがかかる。 

奥の院まで戻り、豚汁作成に取りかかる。具材は、尾形、鶴川家自慢の野菜達＋

豚コマ。味噌が味を引き立てて、う、うまい。温まる。どこから出てきたのか、菊

水の御燗をつけ、もっと温まっている人がいる。味噌とネギ、竹輪を足してうどん

汁にする。雪がチラチラして寒くなり、胃袋を温めた所で撤収。12時 50分同じ道

を下り始める。 

遥拝所を通り、菖蒲沢との分岐を間違えないように下る。寒さも和らぐころには

会話が弾み、家庭円満のための会則変更まで飛び出した。賑やかな会話に下山はと

ても短く感じた。14時 30分登山口。坂北荘(410円)のお風呂に浸かり暖まる。昨日

大変な思いをした宮島さん本人とも電話で連絡が取れ、一安心しながら帰路につく。 

                       いくババ 
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気象講習会 12月 10日 9時 30分〜16時 あがたの森公会堂 

講師   若山 望先生     出席約 25名午前(第 1部) 冬の気象   

周期的に現れる冬型と気圧配置を実際の天気図と雲の様子で解説 

★冬型は上空の気圧の谷が東進しながら深まり、日本付近で低気圧が発達して形づ

くられる。上空の寒気も南下する。上空の気圧配置と地上の気圧配置は連動しなが

ら変化する。 

上空の気圧配置と寒気の流れは地球規模で変化している。 

日本海側の大雪は、日本海があるために起こるが、世界的に見ても珍しい。 

風の流れと雪雲の動きは、気圧配置で変わる。 

日本の降雪は西高東低の冬型に伴うものと低気圧(前線を含む)性のものがあるが

低気圧性の降雪は湿った雪になりやすい。日本海から離れた地域の山の積雪は低気

圧性のものが中心になり、厳寒期より春先に多くなる。 

高度が上がれば気圧は下がり気温も下がる。湿った空気の場合は、100m あたり約

0.6℃下がる。麓が雨でも、山では雪のことが多い。 

★悪天のリスクを負わないために、積雪の様子を知り雪崩の可能性を考える。 

これまでの天気を知りこれからの天気も知る。 

冬型の低気圧はパターンを繰り返すことが多いので、予報は当たりやすい。雪山の

場合目的の山域近くのアメダスの観測データで、積雪を推し量ることも重要になる。 

午後(第 2部)  雪崩を知る 

積もった雪全てが崩れるわけではない。雪崩は何故起こるのか。どんな時に起

こるのか。起こる予測は出来るのか。 

事故につながった雪崩はどんな天候でも起こっている。天気の変化を知り積雪の

状態を知ることが雪崩発生の危険を推測する上で欠かせない。雪崩の形の中でも

面発生の乾、湿雪表層雪崩が流れが早く最も危険。 

  
 

1月例会報告 ‥‥ 1月 16日(火)  

1；山行・行事実績(2017年 12月 19日以降)       

① 12月 23日(休) 赤岳：勝野・古畑文・小山・鈴木・谷口・細田  

② 12月 29日(金) 守屋山：勝野・仙波・石井他 2名 計 5名 
③ 1月 8日(祝) 百蔵山：15名(会員 12＋3名) 

石井・尾形・勝野・桑原・古畑文・鈴木 仙波・鶴川栄・栄子・谷口・ 
細田・津田・他 3  

④ 1月 14日(日) 聖山：尾形・鶴川栄子・宮島 
⑤ 1月 18日(木) 仏崎・アイゼントレーニング：勝野・黒岩・鈴木・細田 

                     五十畑・他 1名 計 6名 
 
2；山行・行事予定 
① 1月 20日(土)～21日(日) 県連雪山訓練・阿弥陀岳北陵：鈴木・細田 

② 1月 20日(土) 戸谷峰：勝野・石井ひ・仙波・根橋・他 1名（計 5名） 

③ 1月 24日(水) 木曽駒ヶ岳：勝野・小山・他 7名（計 9名） 

④ 1月 25日(木)～26日(金) 雲取山：勝野・古畑文・細田・他 1名（計 4名） 

⑤ 1月 27日(土) 新年会：別記 

⑥ 1月 28日(日) スノーシュー山行(県連に合流):締め切り 1月 20日(土) 

⑦ 2月  7日(日) 岩岳スキー(2000円券 5枚有。有効利用できます)   

⑧ 2月 17日(土)  北八ツ・雨池周辺スノーシュー 

⑨ 2月 24日(土)～25日(日) 黒沢尾根・雪洞泊～小遠見尾根 

⑩ 3月  4日(日) 県連総会 

⑪ 3 月 11日(日) 六甲山全山縦走 

⑫ 3月 17日(土) 大町労山総会前日山行・交流会(宿泊可) 

⑬ 3月 18日(日) 大町労山年次総会 

(ア) ③～⑨の参加希望者は事務局へ連絡のこと 

 

3；新年会について  
会場；大町じゃこう美味（大町・広東料理）0261－23－7690 松崎交差点南 
参加費等；2時間(18時～20時)以内、食べ放題 2980円  

 

4：年次総会について 

 日時：3月 18日(日) 場所：山岳総合センター(17日からの宿泊可) 

    3月 17日(土) 軽登山と夜間親睦会 

5； 新入会員～紹介は次号にて 

  百蔵山に参加された根橋さん、菅沢さんが入会されました。 

  町田市の五十畑さん(労山会員)が入会されました。 


