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2018年新年会 なごやかに  

              

 食べ放題・飲み放題の2時間でした           Happy birthday dear Sakae！              

 更なる発展と安全登山を誓う 

 1 月 27 日(土) 大町市の広東料理店「じゃこう美味」に於いて新年会が行われ、

新たな仲間を含む 16 名が参加。当日は栄さんの誕生日とも重なり、次々と出てく

る食べ切れないほどの料理と飲み物に加えて誕生日のお祝いまで頂くサービスと、

山の歌の大合唱で大いに盛り上がり、楽しい時を過ごすとともに、会活動の一層の

活性化と安全な登山への誓いを新たにしました。           (木偶) 

 

天気と雪に恵まれて楽しい雪遊びでした 

岩岳スノーシューハイク･･･2018年 1月 28日（日） 

報告者；有岡耕三 

参加者：有岡・石井・尾形・勝野・黒岩・桑原・鈴木・仙波・谷口・鶴川栄子・根橋 

宮島(大町 12）他に上田コマクサ山の会1・佐久山の会2・風越山の会3 18名 

前日の新年会で参加者が一気に倍増し、総勢 18

名となった。9時半に八方美人の湯で待ち合わせの

上、スノーシュー出発点のどんぐり村最上部の駐

車場へ移動する。雪もしっかりあり、天気も良い、

最高のハイク日和だ。 

10 時過ぎに出発。駐車場からすぐ林道に入る。

歩きやすいコースだ。 

林道歩き１時間程で、スキー場のコースに出る。

薄雲のかかった白馬三山が目前に迫っていて、ロ

ケーションは最高だ。ここで、スキー場のコースを

横断するので、スキーヤーに注意しながら、数人ず

つに分散して渡る。 

12時前にはレストハウスに到着、桑原さんと合

流し、トイレを済ませてから「ねずこの森」へ向か

う。ここは林の中に赤テープの目印がついていて

歩きやすいコースだ。足跡のついてない新雪歩き

も気持ち良い。結構みんな子供になっていました。 

集合写真の後ろのあずまやは雪に埋もれていたが、この周辺で昼食にする。薄日がさ

し、風もないので、楽しく食事ができた。お菓子・干し柿・コーヒー・漬物などの皆さ

んが持ち寄った差し入れで心身ともに満たされました。手作り洋菓子は絶品でした 

13 時前に下山開始、下り

は鈴木さんの先導で林道か

ら外れて林の中を突っ切っ

たりしたので、スノーシュー

が外れる人あり、シリセード

で下りる人ありの楽しいひ

と時でした。14 時出発点の

駐車場へ全員怪我もなく下

山しました。 

大町以外の会の皆さんと

も交流できたし、何より「ま

たやりたいね」と皆さん満足

の山行でした。 
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阿弥陀岳北稜登攀  1月 20日〜21日 

第 97回登山学校(雪山登攀講習会)に参加して 

講師  古川さん(佐久山の会) 

参加者 7人 佐久山の会 2  松本労山 2  上小山の会 1 大町労山 鈴木 細田 

 

20日(土) 晴 

6時 45分田淵行男記念館駐車→美濃戸口 8時前到着。駐車場で分担の食料を受け

取る。各会ロープ一本持参という事で、腰痛で自信のない私は、鈴木さんに持って

頂くことに。今回の山行は登攀用具が入っているので荷物が重い。簡単な自己紹介

の後、美濃戸口を出発。南沢経由で行者小屋に向かう。昨年末の赤岳山行の時より

雪が多く凍結している箇所もあり、赤岳山荘前(９時 50 分到着)でアイゼンをつけ

る。大町労山の山行よりペースが早いし、話をする方もいないので黙々と登る。今

日は暖かで、皆上着を脱ぐ。 

休憩を入れつつ登っていくが、途中から鈴木さんのペースが上がらなくなり、

時々待っていただく。今日は小屋泊なので着けばいいと言われたが、キツそうなの

でロープを交代してリュックに入れる。今日は風も穏やかで、広河原から青空をバ

ックに、横岳大同心がくっきりと見える。 

行者小屋に遅れて 13時 40分着。目指す阿弥陀岳が見える。一旦小屋に入り阿弥

陀岳北稜察とハーネスをつけ確保の練習のための準備をする。一度脱いだアイゼン 

  
行者小屋前にて(20日)                    阿弥陀岳山頂からの赤岳 

がなかなか入らず焦る。中岳道途中から北稜へ上がるルートを下見。文三郎尾根と

の分岐からはトレースが少なく新雪のため歩行しづらい。取り付きの辺りで雪上で

の確保講習を受け、2人ずつで実践する。日が入ると急に寒くなる。 

小屋に戻ると、装備を解き夕食準備となる。皆手慣れた様に素早く片付け準備に

行く。私一人もたついている様で、申し訳ない。水は小屋近くの水場から鈴木さん

が汲んでおいて下さった。今晩のメニュー、豚汁、うどん、おつまみとホルモン焼

き。各会ごとに他者紹介とこれまでの講習会等の話。部屋へ戻ると明日の準備をし、

こたつで先ほどの続きをされたりと、8 時 50 分の消灯までを過ごす。寝付けない

が、持参したテニスボールで身体のコリを取っているうちに眠れたようだ。 

 

21日(日) 晴  

3 時半頃から出発の方の気配で目覚める。4 時半前から皆起き出して準備を始め

る。朝食メニュー、ボンゴレパスタ、茹で汁でポタージュスープ。パスタの量が多

いが、頑張って完食する。6 時の出発に遅れない様に必死で準備する。外のテント

に必要の無い物を入れる。リュックにはロープと登攀用具、食料等。アイゼン、ピ

ッケルを装備し出発を待つ。一番若いＹさん先頭で、昨日の取り付きまで向かう。

気温が低いので思ったより歩きやすいが、歩行が速くついて行くのが精一杯だ。鈴

木さんが後ろに見えてこない。皆で待っていると最後尾の古川さんが見える。鈴木

さんは調子が上がらず、小屋で待機すると伝えられる。一瞬真っ白になるが、頑張

って行ってこようと思い直す。 

取り付きは結構な斜度で、稜線で一息つく。樹林帯を過ぎると雪壁が見える。気

を引き締めて登り出す。風もなく絶景なのだがゆっくり観賞している余裕がない。

ピッケルを使い、潅木を掴みながら登る。その上には更に高度感を増した雪壁が現

れる。昨年末の赤岳地蔵尾根を思い出し、足場とピッケルの手ごたえを確認しつつ

一歩一歩登って行く。息が切れるが呼吸と歩調を合わせて登る。 

一つ目の岩稜にたどり着く。ここで古川さんから、岩稜を登るルートと岩稜帯を

迂回するルートの選択を聞かれるが、岩稜を登るルートを選択する。2 人ずつでチ

ームを組み確保しながら登るが、私のチームは 3人で、2本のロープを使い登るこ

とになる。最終組なので、前のチームが登るのを待つ。トップのＹさんが 2本のロ

ープを持ち、後の 2人が昨日練習した雪上の確保をする。実際には 3番手のＫさん

が ATCを使って、Ｙさんの確保をしてくださる。ビレイ解除となりロープを上に上

げる。ピッケルは背中に差し込んで両手が使える様にし、2番手の私が登り始める。

最初の取り付きで苦戦するが、何とか登りきりセルフビレイを取る。ロープが 2本

のため絡まりやすく介助する。Ｋさんが登りきった所で、Ｙさんが先程と同様に 2
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本のロープを持って登り、確保して下さる。最初の岩稜に比べ距離はあるが、ホー

ルドもあるので思っていたよりは登りやすかった。 

この先も同様にして登るが、ナイフリッジでは少々緊張した。その先で雪上セル

フビレイを取り、Ｋさんを待つ。ここで迂回路から来た古川さん達と合流。ここを

登り切れば山頂だと教えられ、もうひと頑張り。Ｙさんが先導してくださって中程

のロープをハーネスにつなぎ、残りを肩にかけての登りとなる。息は切れたが山頂

に 10時 25分に到着。3人でハイタッチをする。晴天で風もなく赤岳を始め八ヶ岳

の山々が美しい。ほっとするもつかの間、ロープがいらないので肩に背負う様に言

われるがうまく処理できない。ようやく準備しリュックのフロントストラップで固

定する。先程登ってきたルートを少し下りトラバースして、中岳のコルへ下る一般

路に向かう。「登頂で緊張が解けている事、疲れもあって事故になりやすいから注

意する様に」と古川さんから指示が入る。一般路と言ってもかなり急峻なので、ロ

ープで確保しカラビナをかけて下る。コル近くの最後の急坂で、下に降りる古川さ

んをムンターヒッチで確保する事に。ロープ出しが難しい。12時半コルにたどり着

き休憩を取る。頂上でも見えていたが、やっとゆっくり富士山の美しさを堪能し、

降りてきた阿弥陀岳を眺める。 

ここから中岳沢を一気に下る。雪崩が多い所なので緊張する。勝野さんにお借り

したビーコンのスイッチを確認する。短時間で朝登った取り付きまで下る。行者小

屋までもう少し。13時 20分小屋到着。鈴木さんが、テントを畳んで待っていて下

さった。荷造りをし下山開始。道のりがとても長く感じられる。特に赤岳山荘から

の林道が凍結していて気を使う。美濃戸口に着く頃には、ヨレヨレだった。下りで

は鈴木さんが快適そうで安心した。16時過ぎ、解散の挨拶をし、またの再会を楽し

みにそれぞれが帰路に着いた。今回貴重な体験をする中で自分の未熟さ課題を考え

させられた。参加しないとそれも分からなかったので良い勉強になった。鈴木さん

が一緒に登頂できなくて残念でしたが、体調を直して再挑戦して下さい。 

               いくババ 

   
中岳のコルから阿弥陀岳を望む         同コルからの中岳、赤岳側 

彼女は、なぜ阿弥陀北稜に登ることができたのか 
 

会員なら誰でもわかるが、あえてここではＨさんとイニシャルにする。 

彼女は、2015年 6月に入会、まだ 3年も経っていない。しかも入会以前には、大

きな山に登ってはいない。何年くらいか存じないが、かなりテニス歴が長いので、

基本的体力は十分にある。それにしても、冬のバリエーション初級ルートである阿

弥陀北稜に見事に登った。Ｆさん指導の県連登山学校で、アタックは一定のサポー

トがあったとはいえ、基本は自力による登攀である。 

阿弥陀北陵を登ったことがある会員がどのくらいあるか私にはわからないが、私

はずいぶん以前に一度登っただけで、今回は小屋素泊まりなので、自分としては最

後の登攀になるだろうと思って参加した。しかし、行者小屋まで行くのがやっとだ

った。 

Ｈさんは、この 3年近く夏のテント泊を含め積極的に山行している。会の岩トレ

や県連のトレーニングにも参加し、急速に実力をつけてきた。本人は、登山のスタ

ートが年齢的に遅かったために、行けるときに行こうと果敢に挑戦する。 

雪山にも結構登るようになった。年末の赤岳の前にもアイゼントレをみっちりや

った（一昨年には雪上訓練も）が、まだビレイの経験はなかった。北稜に行く前に

確保等の訓練をする予定をしたが、体調が良くなかったので不参加。 

私が言いたいのは、体力があり、基本的な訓練を積めば、（もちろんレベルはい

ろいろあるが）岩もバリエーションも行けることをＨさんは実証したということだ。

「岩はやらない」「雪山は行かない」という登山者は多いが、それは間違っている

わけではない。岩や雪をやるのが当然というのではなく、必要な訓練と経験で岩も

雪もやれるということを果敢に挑むＨさんの経験から学ぼうということだ。危険を

どう回避するか、危険にどう対応するか、普段からの訓練なしに登山はない。 

私自身は、この 2～3 年で体力の急速な低下を実感しているため、山行内容の自

己点検しなければならなくなっているが、体力ある会員のみなさんは楽しい山行も、

厳しい山行も、多様な山行を計画し、果敢に挑戦して、新しい会員をもっと迎えよ

うではないか。アルピニズムなき山岳会は後退してしまう。 

                            鈴木 均 

 

 けぬがうちに またもふりしけ 春がすみ たちなばまれに みゆきこそ見め 

  消えないうちに、またも一面に降り敷けよ。春がすみが立つようになったら、こんな雪は見よう   

としても、まれにしか見られないだろうに‥。            古今和歌集・冬歌より 
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雲取山を独占  1月 25～26日 快晴 

参加者；CL 勝野 古畑 細田  中村さん 

コースタイム～記録・古畑文子 

1月 25日 

勝野宅 4：30 ⇒ 松本 IC ⇒ 勝沼 IC ⇒ 塩山 ⇒ 青梅街道 ⇒ 7：36小袖乗越駐

車場 8：00 ⇒ 10：20堂所 ⇒ 11：40七ツ石小屋 12：00 ⇒ 13：10奥多摩小屋  

⇒ 15：55雲取山荘 

1月 26日  

雲取山荘 7：00 ⇒ 7：40雲取山 8：00 ⇒ 8：40三条ダルミ ⇒ 11：05三条の湯

11：40 ⇒ 12：10林道終点 ⇒ 15：25小袖乗越駐車場 

 

勝野さん宅 4時半集合。我が家で 5時に拾って頂く。昨日から降った雪で、道は

白い。気温はかなり低い。天気予報では風が強いせいか、Ｃ（登山不適）を示して

いる。数日前から雲取山荘のブログ等を見て、雪が降った事はわかったが風は分か

らない。当日まで服装を悩んでいた。車の中でも本当に登れるのか不安になるが、

無理はしないだろうと思う。勝沼で高速を降り、青梅街道から小袖乗越の駐車場に

向かう。道路途中の温度表示が、−20℃を示したのを見て目を疑う。山はどれほど寒

いのだろう。 

駐車場は 3台の車が止まっていた。トイレは冬季使用不可。寒さ対策を考えて装

備をする。登山口の真新しい大きな看板に和む。緩やかな林の道を登って行く。季

節が違えば気持ちの良いハイキングコースと言った感じだ。休憩では、 古畑家秘蔵

の干し柿(今季最後)をいただく。いつもありがとう。 

堂所を過ぎ七つ石小屋に至る頃になると急斜になる。11時 45分、七つ小屋にて

休憩。トイレは新しい。富士山が正面に見える。陽射しが暖かく軽く昼食を取る。

ここから七つ石山頂に向かう。雪の量が増え、急登のため息が上がる。12時 50分

山頂到着（1757.3m)。立派な山頂標識がある。 

七ツ石山からブナ坂を経て石尾根を登る。途中の下りは滑り、こわごわ降りる。

標高を上げると富士山もその山容を少しずつ見せてくれる。天気予報とは裏腹に風

もなく歩きやすい。中村さんにダンシングツリーを教えていただいた。 

奥多摩小屋を過ぎ、小雲取山の巻道を行く。雲取山の頂上を登るか巻道を行くか

の選択で、疲れも手伝って時間の短い巻道を選択した。雲取山は明日も通過するか

らと考えたからだ。しかし、30 分の行程予定が、行けども行けども辿り着かない。

笹を刈った道は、山の中腹をどこまでも続きトレースもない。道を間違えたかと思

うほど遠かった。（後日、雲取山荘のブログに、巻道は道が悪いので通らないでく

ださいとあった）ようやく山荘の屋根が見えた頃には、4 時近くになっていた。雪

を払い小屋に入る。 

今日の泊まりは、我々4人だけ。ここに来るまでに出会った人は 5人で、全て下

りの人だった。気温が下がって、館内も部屋もとても寒い。部屋にはコタツ(豆炭)

が暖めてあった。荷物整理も程々に、皆なでコタツに入って暖を取る。そのまま乾

杯して小宴会。 

夕食は、外の炊事小屋で。外はかなり寒いが、小屋は暖かい。夕食のメニューは、

野菜盛りだくさんの鍋とうどん。具材は文ちゃんが準備してくれた。熱々を頬張れ

ば、身体も温かい。片付けの後部屋にて反省会をする。8 時半の消灯には、しっか

り着込んで布団を掛け、コタツに足を入れて眠る。 

 

翌日 5時半起床。昨日と同じ小屋で雑炊を作る。雲取山山頂(2017.1m)を目指し、

7時登坂開始。今日は軽アイゼン

をしっかり装着。やはり登りは

きつい。本日も快晴で、ほぼ無

風。朝は−20℃だった。山頂から

の富士山、南アルプスはとても

美しい。 

しっかり堪能した後は、三条

の湯に向かって下山開始。昨日

と違ってトレースはない。雪は

場所により吹き溜まり、膝下ま

で埋まる。急斜面で下が石の所

は慎重に下る。三条ダルミまで

降りると緩やかな道が続く。雪

は昨日と同じパウダースノーで

足に心地良い。木の橋がいくつ

かあり怖かった。また、所々道幅

が狭かったりアップダウンがあ

ったが、無事に三条の湯に到着

でき、小屋前にて休憩を取る。 

雲取山山頂にて 
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雲取山荘到着(25日)                       七つ石山山頂で(25日) 

 

小屋番の若い方が、自分で作ったと言うディジュリドゥというアボリジニの楽器

（本当はユーカリの木)を吹いて下さった。なかなかの迫力である。この小屋は猟師

でもあるオーナーなので、お試しの鹿肉の燻製をお土産に買った。 

小屋から林道をへて青梅街道に下る。アイゼンは脱いでいたので、凍結箇所にヒ

ヤヒヤする。登山口からお祭のバス停を過ぎ所畑バス停に向かう。ここから車の置

いてある小袖乗越の駐車場までひたすら農道を登る。近道となっているが、徒歩で

上がるのは本当にきつかった。駐車場に着くと、お疲れ様とハイタッチをした。小

菅の湯が定休日だったので、初狩サービスエリアでラーメンを食べて帰路に着いた。 

勝野さん、長距離の運転、二日間に渡る先頭リーダー、お疲れ様、そしてありが

とうございました。 2017年には行かれなかったけれど、好天に恵まれ素晴らしい

山行でした。                       いくババ 

 

鷹狩山で皆既月食観望  1月 31日(水) 

皆既時間が 1時間 17分、部分食は 3時間余にもおよぶと言う皆既月食を見よう

と、大町在住の天文好きの仲間が企画して鷹狩山での観望会となった。 

月食は 20:48の欠け始めから約 1時間後の 21：51に皆既が始まり、22:30に食が

最大となる。23:08に皆既が終わってもなお部分食が続き、満月に戻るのは約 3時

間後、2月 1日 0：11である。 

相川峠から唐花見湿原の傍を通って除雪された林道を北に進み、鷹狩山の真東に

出て路傍のスペースに駐車。ここから鷹狩山へは標高差 200余ｍと、西側の山博か 

らの半分で 1時間ほどの登り。雪がない時は頂上まで車で登れるので歩く人もあま

りないが、こちらにも「鷹狩小径」と言う名がついている。 

 19：53 発。緩やかな道を何度か折り返しながらゆっくり登る。雪は少なく締ま

っていてワカンをつけるまでもなく、登山靴で固めた同行 3 名を尻目に 1 人長靴。

30分で林道に出て小休止し、冷え込みを予想して重ね着した上着を 1枚脱ぐ。 

再び林間の道に入って 20:40に神社下の看板のある駐車場を通過し、200段の階

段を登って 20：50 鷹狩山頂着。見上げると展望台のすぐ横に 1/4 ほど欠けた月が

あった。空全体には薄い雲があるが、月の周りは晴れている。時間がたっぷりある

のでしばらくは大町市街地の夜景を楽しむ。 

気温は－2～－3℃と常よりは温かい夜。展望台の屋上に上がって用意したぜんざ

いを食べながら欠けていく月を眺め、写真を撮ったり談笑したり‥。でも皆既の瞬

間は広い所で見よう～と、展望台から降り、刻一刻と迫るその時を待つ。 

21時 50分過ぎ、残された輝きが三日月から更に細くなり、やがて縁取りだけの

光がゆっくり消えて赤銅色の月へと変化する様を見届ける。 

満月に押されて殆ど見えていなかった獅子座の逆「？」が俄然浮かび上がる。月

は獅子座と双子座の中間にあったのだ。 

頭上では天空のダイアモンド＆冬の大三角形の星々が本来の煌めきを取り戻す。

その鮮やかな逆転シーンに歓声が上がる。北斗七星のひしゃくも立ち上がっている。 

食が最大を迎える頃、月はその色を失う筈である。すでに左下が黒くなり始めた

のを機に山頂を後にする。樹間から垣間見ると、微かにその場が分かるほどに暗く

沈み、林道に下った頃には雲に呑まれていた。 

 一番の場所で、一番の場面をあますところなく魅せて、ショーの終わりとなる。 

木偶野呂爺 

 大町市街地の夜景                  進む皆既 
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歩くスキー㏌木曽 開田高原・明神牧場 

  
   明神牧場から御岳山を望む 

 

                         エイエイピー 

年に何回か木曽を訪れていたのだが、王滝出身の友人が体調不良で‥と、一緒に

行動することが困難になったため、昨年は行く機会を逸していたのだが・・・。 

 

久しぶりの木曽行き・・・。ワクワク気分、計画では開田高原マイヤスキー場近

くの明神牧場。聞いたことがないので友人に尋ねると最近できたらしいがそれでも

20年くらい経過してるとか。 

朝 6 時 50 分松川。木曽福島地蔵トンネルを抜けると白樺の木立が隣接する道

が続く。そして御嶽山が眺望出来る峠がある。今回は全容が見えず残念だったが、

何度訪れてもこの景色は素晴らしい！！ 

マイヤスキー場手前に車をデポ。時計は 10時を過ぎている。今季初滑り・・・。

スキーもメンテナンスなし。後で苦労することになろうとは・・・。標高は 1620m

なので風はないが寒い。林道をひたすらスキーを滑らせる。友人はマイペースで歩

きたいと後からゆっくりとついてくる。 

緩やかな斜度の林道終点が牧場で 12 時過ぎに着く。広大な牧場からは御岳山が

目の前に見えるが、今回は雲がかかっておりその全容は見えず残念だった。乗鞍岳、

中央アルプスなども見えるはずであったのだが、それも今回は雲の中・・・。 

林道の途中で昼食を取り、下る。メンテナンスをしていない影響で、板について

しまい、途中でワックスを塗り 13時40分に戻る。帰りは、三岳の白柱群、南宮神

社の氷結した旭の滝を見たり、奈良井でゆっくりとコーヒーブレイク・・・。 

 

年齢を重ねる度にカラダの衰えを感じる。行きたい所は尽きないが・・・。今年はの

んびりとゆったりと山を楽しみたい！！ 

 旭乃瀧                             南宮神社 

 

クロカンスキーの勧め 
友人と良く話していた事がある。クロカンスキーがなんで浸透しないのかと。

スノーシューも良いけど、林道や里山はスキーでも登れるし下りは滑り下りて来

られるこの醍醐味を、雑誌や観光協会なとが PRしてくれれば人気が出るのに。 

私はもう 20年以上も前からクロカンスキーにはまっている。お金がかからず、

登りは体力を使い下りはあっという間に！この爽快感が堪らない。もっと愛用者

が増えればいいのにと思うこの頃です。 

 お薦めコース 

 クロカンのコースは沢山あります。北から平岩、赤ハゲ山。小谷、西山林道、

金山沢。鎌池、美麻中山高原、他林道歩き。木曽、倉越林道、開田西野峠など

等。一緒に歩きましょう！ 

 

 ※クロカンスキーは山岳博物館でも借りられます。 
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新入会員紹介   
 

五十畑 茂さん 

 

初めまして、五十畑 茂（いそ

はた しげる）と言います。まだ

同じ名前の人にはあったことはあ

りませんが、生まれは東京の上野

です。団塊の世代の真ん中で昭和

23年生まれです（現在69歳）。現

在は大町市平地区の日向山高原の

山小屋に一人で住んでいます。山

小屋は作ってから 21 年になりま

すが、60歳で定年後はほとんどを大町で過ごして山登り、スキーをしています。現

住所は神奈川県大磯町で女房が住んでいて、月に1，2回帰る生活です。 

労山には東京都町田市で町田グラウス山の会に会社を定年前の 59 歳の時に入会

して今年 10 年になり、東京都連盟で理事を 4 年やっていましたが、いちいち東京

に行くのが面倒になり辞めさせてもらいました。今は大町で全国連盟海外委員会の

計画書のまとめを手伝っています。 

山には 17 歳のころに町田市に引っ越してから丹沢に通い始め、会社の山岳会で

山にはまって、冬山、岩、アイス、山スキー、沢となんでもやり、ヨーロッパまで

行きましたが、歳とともに体力が衰え仲間も続々山から離れていって一緒に行く相

手がいなくなって町田市の山岳会に入会しました。今では山スキーと岩登りを主に

行っていますが、さすがに厳しい山には行けなくなりました。これからいつまで山

に行けるか、できるだけ長く続けたいと思っています。 

また、労山に加入してから毎年ネパールにトレッキング、ピークハントを続けて

います。そして 2015 年のネパール大地震からシェルパの村に支援活動をしていま

す。大町は若い頃から山の途中に通っていて山の眺めや温泉が素晴らしく、特に春

の一気に花が咲く時期が好きです。山にはハイキングから山スキーとなんでも可能

ですのでよろしくお願いします。 

  菅沢 順子
と し こ

さん 

 

今回、入会させていただきました、菅

沢順子と申します。 

登山は、40歳頃から始めて、途中やめ

ていた時期がありましたが、やっぱり、

登りたいと数年前からまた、始めまし

た。最近、登った山は、H28年 11月宮之

浦岳～白谷雲水峡、昨年は、焼岳、爺ケ

岳、木曽駒ケ岳、北海道旭岳、黒岳、仙丈ケ岳で、あとは、低い山や高原です。装

備の基本的な使い方、疲れない歩き方、教えていただけると嬉しいです。 

昔は、早く登るのがいいと思っていましたが、今は、花や山の景色を楽しみなが

ら、ゆっくり登れたらいいなと思っています。（というか、ゆっくりしか登れません

が）行きたい山も書いてくださいと言われましたが、あまり行っていないので、行

きたい山ばかりです。餓鬼岳、有明山（近くなのに行ってないので）、苗場山、北岳、

立山、涸沢、船窪、谷川岳、雲の平・・・・・もいいですね。 

ぜひ、よろしくお願いします。   

 

村上孝徳さん 
この度入会させていただきました

村上孝徳と申します。946年生れで

今年は当たり年です。 

60歳で退職し、山と温泉が好き

で京都から安曇野に来たものの温泉

に浸かってばかりで身体はなまくら

状態です。このような状態なので軽

い山行で少しずつ身体を慣らしなが

ら参加したいと思います。 

いろいろお世話になりますがよろ

しくお願いいたします。 

2016年4月 アンナプルナBCトレッキング 

2016年4月 アンナプルナBCトレッキングにて 
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      根橋恵子さん 

 

初めまして 根橋圭子です。 

大町市出身、24 歳から東京にて一生懸命働いた後、2 年前 68 歳で安曇野市に住

まいを移しました。大町労山とは 20 歳前後の頃お世話になっています。従って今

回入会は年老いての出戻りです。 

若かりし頃の印象深い山行は、七倉から烏帽子・野口五郎・鷲羽・水晶小屋・湯

俣川を歩いたのでしょうか？ ゆらゆら揺れる細いつり橋をいくつも渡ってとて

も怖かったことを印象深く思い出します。3 泊 4 日、6 人パーティで裏銀座コース

を途中下山のテント縦走でした。下山して大町の俵屋で飲んだビールの美味しかっ

たこと。今思えばあの頃から私はビールや日本酒の美味しさを登山の楽しさととも

に知ったような気がします。その後は登山の方はさっぱりしませんでしたが、副産

物の飲酒はいまだに続いています。 

この度、若かった頃の労山の仲間に、鍬ノ峰・虫倉山・守屋山などの山行に誘わ

れて、ゆっくり歩けばまだ山歩きを楽しめるんだと実感しました。ゆっくりした行

程は素晴らしい景色とともに、フライパンを囲みミニ焼肉をも楽しめることができ

ました。己の年齢や体力、技術を見極めながら楽しめる山歩きが出来たらいいなと、

私にとってはまさに「朗山」です。 

45年間住み慣れた東京を離れ、時には新宿のネオンぎらぎらが恋しく思う自分が

まだいる中で、青春時代の労山の仲間や小学校の同級生との再開、そして新たにお

会いした方々と一緒に山歩きを楽しむ仲間が出来たことに感謝しています。 

自然豊かな安

曇野はまだ知ら

ないことだらけ

です。 

2～3 時間の

里山歩きは積極

的に行きたいと

思いますのでよ

ろしくお願いし

ます。 

 

2月例会報告 ‥‥ 2月 6日(火)  

1；山行・行事実績(2018年 1月 17日以降)       

① 1月 18日(木) アイゼントレ・仏崎：五十畑・勝野・黒岩・仙波・鈴木 
② 1月 20日(土) 戸谷峰：石井・勝野・仙波・根橋 ＋1 
③ 1月 20日(土)～21日(日) 県連雪訓・阿弥陀北稜：鈴木・細田＋県連各会 6 
④ 1月 22日(月) 岩岳スノーシューコース下見：有岡・鈴木・鶴川栄子・県連 1 
⑤ 1月 24日(水) 守屋山：勝野・小山 ＋７ 
⑥ 1月 25日(木)～26日(金) 雲取山；勝野・古畑文子・細田 ＋1 
⑦ 1月 27日(土) 新年会：16名(略) 
⑧ 1月 28日(日) 岩岳スノーシュー山行：有岡・石井・尾形・勝野・黒岩・ 

桑原・鈴木・仙波・谷口・鶴川栄子・根橋・宮島 ＋県連 3会 6  計 18 
⑨ 1月 31日(水) 開田高原・明神牧場クロカンスキー：鶴川栄子 ＋1 
➉ 2月 7日(水) 岩岳スキー：有岡・尾形・勝野・古畑孝/文・鈴木・鶴川栄子 

 

2；山行・行事予定 
① 2月 11日(日)～12日(月) 伊那戸倉山 勝野＋３ 

② 2月 18日(日) 中山高原・スノーシュー＆わかん：古畑文・鶴川栄子・細田 

③ 2月 20日(火) 例会 

④ 2月 24日(土)～25日(日)  黒沢尾根雪洞泊（日帰り可）  

⑤ 3月 10日(土) 飯縄山（予定）スノーシュー：CL鈴木 

⑥ 3月 11日(日) 六甲山全山縦走：CL勝野 

⑦ 3月 17日(土) 大姥山＋山岳総合センターで交流会(宿泊可) 

⑧ 3月 18日(日) 年次総会 講演会 

⑨ 3月 25日(日) 雪崩埋没体験訓練（佐久と合同・白馬のスキー場跡を予定） 

⑩ 4月 8日(日) 角田山     ②～④の希望者は連絡下さい 

※3月の山行希望ほか 十石山・ｱｲｽｸﾗｲﾐﾝｸﾞほか検討？ 

スノーシュー候補 美ヶ原・北八ッ・落倉浅間山・湯の丸高原 

※6月 6日(水) 針ノ木雪渓予定 

・ 

；個人山行 

① 2月 10日(土)～11日(日)  上高地から徳本峠スノーシュー：鈴木 

② 2月 17日(土) 奈良県わさび谷アイスクライミング：鈴木＋泉州 

 


