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皆で取り組みましょう！ 「安く・楽しく・安全に」 
大町勤労者山の会 会長  

大町勤労者山の会第52回定期総会は、昨年に引き続き前日の軽登山と交流会を行い、

3 月 18 日長野県山岳総合センターで 25 名の参加者により開催し１年間の総括と 2018

年度の活動方針及び新体制を決定して成功裡に終了しました。 

総会では主に、①「安く・楽しく・安全に」を実践するには、②財政について、③会

員拡大について、が議論され、①事故が発生した場合のシミュレーション訓練、リーダ

ーとして山行するときのマニュアル、救急法の勉強会が必要など、全員が教育訓練を受

け、レベルアップしよう、②財政では交通費、講習会参加費等の支払い方についての一

定の原則、③会員拡大と連絡体制では公募山行について、機関紙の発行体制、ホームペ

ージの改善、SNSの活用について等が話し合われました。 

大町労山が、今特に強めなければならないことは、教育・訓練だと思われます。事故

に遭わない，起こさない，万一ケガをしたら、事故に遭遇したら、その時々に自分で最

低限対応できる技術を身につけ、より確実な安全登山を続けたいと思います。自己の健

康管理とトレーニングも忘れず、そして随時「歌う会」や「BBQ」で交流しましょう。 

今年も来ました 無事故表彰！ 

大町労山では、昨年度も 3日以

上の入院・通院となる事故があ

りませんでした。よって過去 10

年間「労山基金」の交付申請を

行っていないこととなり、全国

連盟から表彰と報奨金(10,380

円)を受けました。引き続き ”

安く・楽しく・安全な”山行を

心がけ、この名誉な記録を続け

たいと思います。    

 

3月17日 虚空蔵山と福寿草まつり     津田  

松川道の駅８：00集合。田淵記念館で合流し、旧四賀村、虚空蔵山登山口へ。 

9：30 2班に分かれ岩井堂コースから登る。10：30頂上着。快晴で360°展望

できる。東尾根コース班が先着していて、豚汁の準備に掛かっていた。早目の昼食

を取り、11;：20下山へ。2班それぞれの車のキーを交換し反対側の登山口へ下る。  

12：:00 着。その後、松本市四賀支所で合流し、福寿草まつりを見学する。斜面

一帯がふく寿聡の群落で想像以上のものだった。帰路、東山館の温泉につかる。快

晴の一日、盛沢山でありました。 
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総会に参加して     2018.4.5    いそ 

1 月に入会して初めての総会でした。会場の山岳総合センターは地元の山岳会にとっては

利用しやすく便利で恵まれています。都会の山岳会では例会、総会の会場確保に苦労してい

ますが、大町では非常に恵まれた環境にあると思います。これは会のスタッフや長年の活動

の成果でもあると思います。 

出席者は25名と会員数の70％程度でまあまあで休日に設定したのも良かったのかなと思

います。総会は一年の総決算なので、前日のハイキング、懇親会など普段一緒にいけない人

とも交流できて有意義だと思います。 

また、講師の話もなかなか知らないことが聞けて改めて大町の魅力を感じることができま

した。今後とも白馬から安曇野の地域の特徴を生かした山行で和気藹々とした雰囲気で、山

を楽しむ活動に参加していきたいと思います。 

   

 

3月 12日 飯縄山 メンバー       Ｓ  ＴE  H KOBAFUF 

  報告1                  こば たか 

8：30 美麻ぽかぽかランドに集合

して、車 2 台で戸隠スキー場に 9：

30に着く。リフト 2基を乗り継ぎ瑪

瑙山に 10：30、鞍部まで下り 3人は

スキーにシールを着けスキーとスノ

ーシューで歩き出す。雪が融けて凍

り、その上に新雪が積り吹き溜まり

は良いがシールの効きが悪く苦労す

る。途中で１回休み頂上直下でスキ

ーを外して歩く。 

13：00 飯縄山山頂。天気が良く北アルプスを始め戸隠山、斑尾山がよく見える、

反対側から登って来た 2 人に写真を撮ってもらい 15 分ほどで下り始める。立木と

ヤブが多くスキーでただ下るだけで終わる。鞍部より瑪瑙山までシールを着けて登

り 15；00、遅い昼食を食べる。戸隠スキー駐車場に 16：00 ぽかぽかランドに 17：

00に着く。 

報告 2                 山人 

リフト運行開始の9時半に合わせ、8：15に 美麻ぽかぽかランド駐車場に集合。ス

キーを積んでいるので、古畑・鈴木号の２台に分乗し戸隠スキー場へ。リフトを2本乗

り継いで降りたら目の前にロープが張ってあり、それをくぐると瑪瑙山頂上（1748m）。

ここから細田さんはスノーシュー。他の4人はスキーだ。瑪瑙山からは約100ｍの下り

だが樹林帯の中を滑るこ

とになる。下ってすぐのと

ころで栄子さんが転倒。暫

く動けない。足に何らかの

損傷をしたようでこのま

ま登ることを断念。落ち着

いてからツエルトに入っ

て４人の下りを待っても

らうことにする。 

ここからは細田さんは、

スノーシューですたこら

さっさ。スキー組は樹林の

間を慎重に滑って鞍部



 

 

 

- 3 - 

 

（1639m）へ。ここでスキーにシールを着けて急斜面を登る。飯縄山は見えてはいるが

登りがきつい。数日前の大雨のあとで雪が凍り、今度は新雪が１センチほど積もった上

をシール登高するが急斜面では効かない。ときどきずるずる滑りそうになる。アイゼン

歩行のほうがよほど楽だろう。 

飯縄山頂直下20ｍくらいまでシール登高したが、3人はスキーをデポして兼用靴のま

ま登って頂上へ。南の飯縄神社方面から登ってきたカップルと出会っただけで、他に登

山者はいない。戸隠から高妻・火打・妙高などが間近に迫って白馬周辺のスキー場から

見るロケーションとはまた違った味がある。 

余裕があれば霊仙寺山までと思っていたが、とてもそれどころではない。栄子さんが

待っているので食事もせずに下る。ここからの滑走が大変だ。やはり 2000ｍにも満た

ない山は樹林やブッシュに苦しめられる。少し滑っては止まり、樹林を確認しながらま

た少し滑る。そのまま行けると思ったが、枝に引っかかって転倒。鞍部からは登りだ。 

栄子さんの下山はパトロールにお願いしてスノーモービルに乗せてもらわなければ

ならないと心配したが、瑪瑙山では元気そうで、ゆっくりならスキーで滑走下山できる

というので緩斜面をみんなで滑る。細田さんはスキー組に負けじとゲレンデ端を颯爽と

下ってくる。平日とはいえ、戸隠スキー場はガラガラだった 

 

報告 3 アクシデント編         栄 子 

スキーシール登行にすべきかワカン歩行にすべきか迷っていた。でも前者を選

んだ。そこから悲劇が始まったように思う。 

メノウ山までリフトで快適に登っていった。ロープを跨いだそこから先はバックカ

ントリーの世界。急斜面で圧雪されていない。見た瞬間私の技術では滑れそうに

もないと悟った。一度心に恐怖心が芽生えるとうまくターンができず 1 回転んだ。

転ぶと立ち上がるのにかなりエネルギーがいる。やっと立ち上がり滑ったが右ター

ンで雪面に左足がひっかかり再び転んだ。左足が宙に浮きなんか違和感を覚え

た。いつもの転び方ではないし・・・・。力が抜けて立ち上がれない。膝を右方向に

倒すと痛みが生じる。これが靱帯を伸ばしたという状態なのかと悟る。他のメンバ

ーと一緒に登ることは不可能なので私はここで待機することにした。地形的にそこ

にいれば、メンバーの行動は良く把握できる位置ではあった。 

今回に限って・・・。 

救急品にテーピングを入れてなかった。ツエルトも持って来ていなかった。常日

頃持ち歩いている時は出番がなかったので、まあいいやと置いてきてしまった。そ

んな時に限って使う必要に迫られる。 

ツエルトは古畑の旦那さんにお借りした。お天気は良かったけど風があったの

でツエルトの中は暖かかった。その有難さを実感する。 

鈴木さんがテーピングはどうや？と言ってくれたが、タイツが足まであったので

直に張ることができなかった。 

教訓 

自分がここでケガをすることは想定外であったので、かなりショックを受けている。

スキーは下手だが今まであまり転ばずに滑っていた。そして体年齢が危険信号

を発していたと思う。若ければ回避できたはずである。 

＊ 最低限の装備は持っていく。 

＊ 自分の限界を知ろう。 

＊ 簡単な救急法を身につけておこう。 

 

 

雪崩講習会に参加して 3月 25日(日)    いくばば 

講師；佐久山の会；古川さん。参加者 ；松本労山 3人  大町労山  谷口、細田   

場所；ヤナバスキー場  ゲレンデ跡 

  
8 時 30 分現地駐車場集合  駐車場にて自己紹介、講習の概要、雪崩の書籍の紹

介。各自、スノーシュー、ワカンにて昨日谷口さんが下見をしてくださった場所に

向かう。  
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積雪テスト(弱層テスト) 

30×30 ㎝の雪柱を切り出す。＋10 ㎝で大まかに三方をシャベルで地面まで掘り

下げる。30㎝角に綺麗に切り出し、一辺だけは雪に付けた状態で鋸で切る。シャベ

ルを雪柱の上に当てて、手、腕、肩と力を変えて 30回叩き、弱層の破壊を見る。10

㎝下の層で破壊が確認された。これにより、雪崩の危険性を測る。 

 

スノーマウント(簡易雪洞)作り 

リュックを積み重ねてシートを被せ、雪を固めながら盛る。今回は雪が盛り固め

やすかった。入り口前を掘り下げる。入り口は狭く(完成後ツエルトで塞ぐことので

きる大きさ)掘り進む。雪洞内を掘る、後方に雪を排除するを、皆で交代しながら進

める。リュックを外したら、雪面下にも掘り進め、広さを確保する。二人が横にな

れる位の広さを確保できた。ツエルトで入り口を塞いだら、中は暖かかった。 

 

埋没体験 

一人ずつエアーポケット(口周りに手を添え空気確保する)を作り、膝下以外を埋

める。埋まると笛は吹けなかったので意思疎通の為膝下は出して雪をかぶせる。3分

後、自力脱出を試みる。男性の中には自力脱出できた方もいたが、私は、身動きが

取れなかった。 

外の声は聞こえるが、中の声は聞こえづらい。雪の重みで息苦しく呼吸しにくい。

3 分が長く感じられた。今回は下を向いて埋まったが、上、横の向きになると呼吸

も脱出もしにくいようだ。埋まった人をゾンデ棒で探って、感触の違いを確認した。 

 

雪崩ビーコン捜索 

講師の埋めたビーコンを、40～50ｍ先から手持ちのビーコンで探しあてる。松本

労山の方は、皆自前のを持参していた。メーカーによって、感知の仕方が違う。磁

波の出ている方向の為、真っ直ぐに目標に進みにくい。数 10センチ位に近づくと、

そこから左右、下に場所を特定し、目標の印を立てる。そこの範囲にゾンデ棒を刺

して、感触で探り当てる。シャベルで掘り出す。深さもあるので、探し当てる難し

さを感じた。 

 

シート搬送 

ブルーシートに銀マット、エマージェンシーシートを敷く。空のザックに枕とな

るよう詰め物をし搬送者に背負わせ寝かせる。ブルーシート、エマージェンシーシ

ートで体を包み、スリングで持ち手、閉じ目を作る。持ち手を運搬者がハーネス等

に結ぶ。足側が先頭で引っ張り。サイド側も同じ。頭側がブレーキ役となる。各場

所を交代しながら進む。雪の上を滑らせるとはいえ、引っ張る側は馬力がいる。急

坂になれば、ブレーキ側も止めるのに力がいる。講習場所から下までの搬送だった

が、結構疲れた。雪の無い時等を考えると救助の大変さが分かった。 

 

駐車場で感想、質問をし講習会を締めくくった。雪山に行く以上雪崩の事は基礎

知識として知っておきたいと思ったので、いい機会となった。皆さまお疲れ様でし

た。 

書籍  「雪崩リスク軽減の手引き」「雪崩教本」等        イクばば 

 

  

 

遠見尾根 

＜大遠見山＞   

4月 3日   聡子 

参加者；五十畑 鈴木  

古畑孝・文 中村 細田 

 

コースタイム 
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8:00 とおみ駐車場 8：15～ゴ

ンドラテレキャビン・リフト

～9:10 地蔵ノ頭～10:45 小遠

見山～11:25中遠見山～12:30

大遠見山（お昼休憩）～13:15

出発～14:00中遠見山～15:40

ゴンドラアルプス平駅～

16:00駐車場 

 

行動の記録 

朝、白馬に向かう車中から眺める山々はものすご〜く霞んでいました‥。暖かく

なったから仕方ないなぁと思いながらも、せっかく登るのだから少しでも景色が楽

しめるようにと祈る様な気持ちでした。8:15始発のゴンドラでアルプス平駅へ。 

鈴木さん、古畑夫婦、五十畑さんはスキーで下山、私と細田さんは帰りもゴンド

ラで下りる予定です。私と細田さん、古畑夫婦はリフトに乗り換えて地蔵ノ頭に、

鈴木さんと五十畑さんは歩きで登られて地蔵ノ頭付近で合流しました。暖かい日で

オーバーパンツなし、上は長袖 Tシャツで快適に歩けました。雪も腐っていて最後

までアイゼンを付けないで歩きました。踏み抜きに苦労しながら小遠見山に到着。

五竜と鹿島槍の大展望！ 

八方尾根は何回か歩いているのですが、遠見尾根は初めて歩いたので見慣れない

角度から眺める五竜と鹿島槍が新鮮でした。心配していた春霞も遠くの方はやはり

霞んでいましたが目前に迫っている後立山の山々は問題なく眺めることができ、五

竜の武田菱と鹿島槍のカクネ里の氷河を楽しみにしていたので大満足でした。 

鈴木さん以外のスキーチームは中遠見山で下山し、私と鈴木さんと細田さんで大

遠見山まで足を伸ばし、大遠見山でお昼休憩にしました。絶景を眺めながらのご飯

は山の楽しみの一つで幸せな時間です。帰りは更に溶けた雪の踏み抜きに四苦八苦

しながら歩きました。 

ヒヤリ・ハット危険箇所等 

 大遠見手前で踏み跡を辿って歩いていたら尾根では無く斜面をトラバースする

コースになってしまいました。雪の裂け目が至る所にあったので崩れないかドキド

キしながら歩きました。 

岩岳から落倉へスノーシュー   ３月 20日（火）  

報告：鈴木  同行：ARI 

リフトのバイトが終わって、ゴンドラに無料で乗れる期間も短いので、以前から考え

ていた岩岳山頂からいわゆる朴の木平ルートを二人でスノーシュー山行した。 

下山後に岩岳スキー場の駐車場までもどるには少し距離があるため、台をシェラリゾ

ートホテル入り口近くの空きスペースへデポしてからゴンドラ乗り場へ。3月下旬の平

日と言うこともありゲレンデも人が多くない。 

ゴンドラを下りてスノーシューを履く。山頂奥から入山口を確認して地形図とスマホ

のＧＰＳを確認しながら進む。トレースは全くない。アップダウンを繰り返しながら、

ほぼ尾根に沿って歩く。夏道は「信濃路自然遊歩道」といわれるようだが、ほとんど歩

かれていないと思われる。古いトタン製の丸い標識ナンバーがところどころにある。 

視界が悪いので 1301m の折り返し点まで行かなかったが、気がついたら朴の木平を

過ぎていた。そこからの下山はしばらく尾根伝いに行き、正規のルートをたどっていた

と思われるが、いつの間にか右によって沢近くに降りてきた。 

途中でスマホの電池がなくなりモバイルバッテリー（予備電池）を繋いだが衛星を拾

わなくなり、現在地の確認ができなくなっていた。やむを得ず地形を見ながら地形図と

照らし合わせて慎重に下山した。地形図を見ると沢に出るまで尾根のまま降りなければ

ならなかったのだ。雪山では夏道通りでなくてもよいが谷筋は避けなければならない。

しかも今回は結構急な下りで、長いスノーシューでは下りづらい。こんなルートはわか

んのほうが機動性があると思った。 

沢に出ると橋があり、地形図と一致した。下山は大きくは間違っていなかった。デ

ポしたおいた車まできて装備を片付けていたら、尾形さんが「誰かと思ったよ」と言い

ながら車を横付けした。 

今回の教訓は、低山ではスマホ

のＧＰＳは衛星を捕まえられな

いことがあると言うことがわか

ったことだ。スマホには正確な地

図アプリがあるし、モニターが大

きいので見やすく、ＧＰＳ機能も

優れているので最近はＧＰＳ単

体を持って行かなくなっていた

が、樹林帯が多いルートではＧＰ

Ｓ単体の方がいいかもしれない。 
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陸郷桜花見トレッキング   4月 11日 

天気  曇りのち雨 

参加者；ARI  OGA  KOBAFUFU   TURUE HOSO 

 

今回は、女子部として初めての企画を出し、計画を立てることとなった。 

以前企画された陸郷トレッキングが葉桜だったため、満開時に行ってみた〜い。そ

んなこんなで計画してみた。開花はまだまだと呑気に構えていると、今年は花が早

いと言う。慌てて文ちゃんに、下見に付き合ってもらう。一度しか行っていないの

で行程はあやふや、かなり不安。前に池田町観光課の方に陸郷トレッキングコース

を教えていただいたので二人で確認し、これをお花見ルートに決める。 

企画当日、雨が心配だったので 30 分集合を早める。池田夢農場上の駐車場に車

を止め、道を下って豊盛公民館に向かって登り返す。下見の時すでに満開だったの

で散っているかと心配したが、このところの寒さで持ちこたえ今日も満開。公民館

真下の登り坂では、上に大勢のカメラマンが構えていた。公民館前には、お休み処

のテーブルがある。桜仙峡を堪能しながらお茶会をする。今回女子会？なので、お

茶会は外せない。ゆっくりしたい所なのだが天気が怪しいので、渡波離橋に向かう。

途中強風の中、「癒しのスポット」を登る。ここは、桜見の隠れた？スポットだ(絶

景なのに人がいない)。渡波離橋を渡り俳句坂を下り、途中林道から八代峠標識を経

てトレッキングコースに入る。下見では気が付かなかったイワカガミを有岡さんに

教えていただく。花の見頃時期は一面で、綺麗だろう。もう一つ、コシアブラを楽

しみにして来たが早すぎて収穫無しで残念。継子落としと同じ推積岩の風化が見ら

れる崖上から下を覗く。高さが有り崩落が進んでいたので、ちょっと怖い。山道か

ら集落に降りる。数件の家屋が谷あいにかたまってひっそりとしていた。その頃か

ら雨粒を感じる。林の平らな所で、シートを広げ昼食をとる。おかずに卵焼きや小

アジの唐揚げをいただく。大人の遠足のようで楽しい。食べ終わる頃には、雨も当

たってくる。20分程で、駐車場に到着。全体で４時間程。いつもの山行と比べると

随分物足りなかったと思う。それでも花を愛でながら步く、これはこれで良いのか

と思った。 前日に角田山に行っていた有岡さん、しまなみ海道から帰って来たばか

りの栄子さん、尾形さん。 古畑家はご夫妻で参加してくだっさった。ありがとう。

又計画立案、下見をしてみて、いつも連れて行ってくださる方々に感謝でした。 

コシアブラ、イワカガミの良い時期にまた来ようと思う。       イクばば 

角田山 花だより   
4月 10日(火) 

参加者  

谷口(CL)・ARI・ISI・KUWA・菅 UGE・SENBA

詳報は次号にて 

 例会報告 
1； 山行・行事実績････3月 11日～4月 10

日 

① 3月 12日(月) 飯縄山スキー・スノーシュー：古畑夫妻・鈴木・細田 
② 3月 17日(土) 虚空蔵山：総会前軽登山 14名 
③  同夜    総会前懇親会：17名 
④ 3月 18日(日) 第 52回定例総会：25名 
⑤ 3月 20日(火) 岩岳から朴の木平～落倉スノーシュー：有岡・鈴木 
⑥ 3月 25日(日) 県連雪崩訓練: 谷口・細田 ＋佐久・松本労 計 6名 
⑦ 3月 27日(火) 第 1回役員会：9名 
⑧ 4月 3日(火) 遠見尾根～大遠見：五十畑・古畑夫妻・鈴木・中村・細田 
⑨ 4月 4日(水)～9日(月) しまなみ海道・瀬戸ツァー：尾形・鶴川栄子・森田 
⑩ 4月 10日(火) 角田山：有岡・石井・桑原・菅沢・仙波・谷口 
⑪ 4月 11日(水) 陸郷桜・お花見行：有岡・尾形・古畑夫妻・鶴川栄子・細田 

2；山行・行事予定（県連を含む） 
① 4月 18日(水) 爺ヶ岳南尾根：CL鈴木・五十畑・尾形・古畑夫妻・中村 
② 4月 21日(土) 明科廃線敷ハイク：CL森田 

③ 4月 21日(土)～22日(日) スキルアップ講習会 

④ 4月 21日(土) 救護講習会：尾形・鈴木・谷口・鶴川栄子・中村・細田・北

條・古畑     

⑤ 4月 22日(日) 気象講習会：五十畑・鈴木・谷口・鶴川栄子・細田 
⑥ 4月 29日(日) 小日向山：CL小山・ 
⑦ 5月 3日(祝)～4(祝) 火打山：CL谷口・鈴木 
⑧ 5月 13日(日) 鍬ノ峰募集山行： 
⑨ 5月 15日(火) テーピング講習会 14：00～16：00 (18：00～ミニ講習) 
⑩ 5月 19日(土) 山菜パーティー山行：CL森田 

3；個人山行等 
① 4月 28日(土)～29日(日) 岳沢から奥明神沢～奥穂：鈴木・泉州 
② 4月 13日(金) 伊吹山：谷口 
③ 5月 6日(日) 佐渡どんでん山：CL有岡 ※日程・行程の変更有り 


