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テーピング講習会

5/15（火）
田 口 講師 に よる 実践的
な内容で参加者が実 際に
テーピングを貼って 効果
を試しました。右側は三角
巾の活用として、靴底が剥
がれた時の応急処置

靴

底全体を包む。

山

行

報

奥秩父

告
雲取山～笠取山

5/11～5/13（2 泊 3 日）中村聡子＋1

東京の奥多摩から長野の瑞牆山まで繋がる奥秩父主脈縦走路の一部を歩いてきました。夏の縦走のトレーニン
グも兼ねてテント泊で行ってきました。久々のテント泊装備、重かったです・・。奥多摩小屋までは新緑がとて
もきれいで空気まで緑に染まっているようでした。途中で野ねずみに遭遇しました。初めて見たので珍しくてし
ばらく観察。近づいても全く逃げず、小さくて可愛かったです。奥多摩小屋は老朽化で来年の春に閉鎖になるの
で今回泊まれて良かったです。2 日目の三条ダルミから将監小屋までは稜線ではなくずっと山腹を歩くルートだ
ったので景色が楽しめず我慢の日でした。お昼ご飯を食べた禿岩は唯一眺望が良く、富士山と南アルプスを端か
ら端まで眺めることが出来きてこの日のご褒美ポイントでした。このルートはあまり人が通らないのか倒木が多
く、テント泊の大きな荷物で木を跨いだりくぐったりするのが大変でした。3 日目はお昼前後から雨が降る予報
だったので早い時間から歩き出しました。笠取山までのルートにはシャクナゲがいっぱいありました。まだほと
んど咲いていませんでしたが開花時期に合わせて行けば見応えがあると思いま
す。終点の新地平バス停に着いて屋根の下に入った途端雨が降り出してきまし
た。朝早く出て良かった！ギリギリセーフです。
バスを途中下車して笛吹きの湯でさっぱりしてから帰路につきました。

大町での初めての岩トレーニング

５・１９ 岡田 菜穂子

大町の観音寺で鈴木さんリーダーで岩トレをしてきました。
今回は、登山での危険な場所を楽に安全に登る練習をしました。まずは急な下り坂での降り方を学びました。簡易ハーネス
の装着の仕方、ロープの張り方、プルージックロープの結び方、半マストの結び方を教えていただきました。半マストは何
度やっても難しく練習が必要だと感じました。正確に自分とロープをつなぐと簡単に安全に下ることができました。
岩に到着してからは、ビレイの練習やカラビナとロープをつなぎ登る練習、懸垂下降の練習をしました。懸垂下降は、以前
習ったことがあったのですが、以前習ったハーネスと安カンを直接つなぐやり方ではなくハーネスと安カンの間にスリング
を入れるやり方を教えていただきました。その方が干渉しにくくなるようでした。

今回は、登山道で危険個所にぶつかってしまった場合、ロープ、カラビナ、スリングしかない状態を想定し、
簡単で安全に登れる練習をしました。危険個所でも慌てないように日頃から練習しておくことで安全に登山がで
きるのではないかと感じました。今回の岩トレで学んだことを忘れないように繰り返し練習する必要があると感
じました。
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乗鞍岳

5/21

横田

例年どおり乗鞍岳に行ってきた。朝早めに目が覚めたので観光センターには 6：00
前に着いた。去年も同じ時期に乗鞍に行っている。去年は雪が少なく、スプーンカ
ットになっておりガタガタでちっとも面白くなかった。今年は位ヶ原山荘までなの
で少しは期待したが、風が強く吹き飛ばされそうで風速 20m は出ていたと思われる。
肩の小屋から絶えず風速が 10m/sec 程有り、稜線に出ると 20ｍあった。毎回独立峰
は風が強いのだが、無風にあったためしがない。便所の広場、位ヶ原山荘では全く
の無風。風が強過ぎて時間がかかってしまった。なので 2 本滑ってバスの時間ギリギ
リでした。もっと朝早くのバスを希望。
※ ヒヤリハットや危険個所
雪が途切れ途切れのため、ザックにスキーをくくったがスキーに風がモロにあたりその分重い。
耐風姿勢なみに一歩一歩時間がかかった。

久住登山

2018/05/19-20

有岡＋6

Ｍさんの退職祝登山でしたが、両日とも天気に恵まれて楽しい山登りとなりました。久しぶりの宮崎の山仲間と
の登山でしたが、昔の職場の仲間の情報にふれたり、暮らしの情報交流など色々と話しが盛り上がりました。ミヤ
マキリシマは、まだ３分咲きで山一面に染まる程にはありませんでしたが、平次岳の写真で分かるように、頂上近
くは大分ピンク色に染まってきています。ドウダンツツジやイワカガミなども咲き競っていました。今年のミヤマ
キリシマは害虫の被害にも会っておらず、１週間後には、山一面がピンクに染まることでしょう。

余談ですが、

法華院山荘では、妻のピアノ伴奏で坊がつる讃歌などを歌って盛り上がりました。一緒に歌ってくれた茨木県の新
座労山の皆さんが、facebook つながりで若い人たちの入会が増えたと言っていましたし、一緒に行った西都山岳会
の事務局長も「うちもそうです」・・・と同調して、結構遅くで盛り上がっていました。

今回一緒に行った宮崎の山仲間

尼厳山・奇妙山

ピンク色に染まりつつある平治岳

5/26（土）参加者 谷口・鈴木・尾形・細田・古畑（文）・鶴川

松川道の駅を出発し、美麻ポカポカランドで鈴木さんをピックアップ後、
松代田中の登山口に到着。尼厳山に登る。
（
途中、尾形さんの靴底が剥離し、早速研修の成果が役に立ち、三角巾で
応急処置。予定通り尼厳山に到着し眺望を楽しむ。長野市内や遠くには
北アルプスの山並みが遠望できる。
岩沢分岐に下山中、鈴木さんの靴底が剥離し応急手当。岩沢分岐から尾
根を奇妙山へ。頂上からの眺望は望めず。三角点あり。登ってきた道を
岩沢分岐に下山。予定を変更し岩沢集落に下山。
ここから３０分ほど舗装道路を歩き駐車して来た登山口もどる。
岩沢集落はアンズの畑と石垣が多くみられる。その後松代荘で温泉に入
り帰宅。奇妙山 標高1099.5ｍ 尼厳山 標高７８０．９ｍ
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救急法講習会の学習が役に立ちました。インシュロックと三角巾で割れた靴を保護

丹沢 檜洞丸

6/2

中村聡子
緑のブナ林を歩きたくて石棚山稜から檜
洞丸に行ってきました。檜洞丸は何度も訪れ
ている好きな山です。少し曇っていたので陽
の光でキラキラする葉っぱは見られません
でしたが緑の世界に十分癒やされました。木
道が増えてくると山頂までもうすぐです。こ

の木道歩きも檜洞丸の好きな場所の一つです。山頂に着いた頃にはすっか
り曇っていてどこを向いても雲しか見えませんでしたがのんびりお昼ご飯を楽しんで来ました。シロヤシオが残って
いるといいなぁと思っていましたがすっかり終わっていました。少し前にシロヤシオ目当てで沢山の人が訪れたのだ
と思います。下山に使ったツツジ新道では登山道が削られ新しく露出した木の根っこが多く見られました。踏み跡も
複数付いていて、人が入る事により山の状況はどんどん変わっていくのだなと私も山に入る一人として考えさせられ
ました。出来る範囲になりますがローインパクトな登山を心掛けたいです。

蓮華岳

6/3

蓮華岳（徒歩）参加者

谷口、細田、古畑文、鶴川

針ノ木岳（スキー）横田、古畑孝、尾形
晴天に恵まれ、順調にマヤクボの分岐に差し掛かり、スキー組と別
れ、針ノ木峠を目指す。11 時に峠着。
蓮華岳 12：40 着。岡山の鈴木さん達と共に大パノラマに感激！！

雨飾山

6/9 横田
ヤマレコをみてこの時期の雨飾山に行ってき
ました。
「山頂の上りにカタクリ、そして荒菅
沢からシラネアオイが咲いている。
」と書いて
ありました。こう見えて花好きなので行って
みた。 木道のあるミズバショウはもう全て
花はなかった。荒菅沢からシラネアオイが

所々に全部で 50 箇所くらいあっただろうか、数えてないけど。見事に咲いていた。
笹平から笹に紛れて登山道沿いに咲いており、ハクサンイチゲ、イワカガミ等楽しめた。天気は常時曇で笹平
から風が強く雲の中みたいな感じで服が濡れる。眺望はほぼなし。花を見にきたのでそれでもよしとする。
カタクリはほぼ枯れていた、残念。この時期雨飾山にはじめて登ったがシラネアオイ好きなら行ってみる価
値はある。
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2018/5/27 妙義山でのアクシデント
かなりの垂壁に７～８ｍの鎖が連続する下山で、
８人パーティの３番目（他の会）が転落。
今回の斜度は、仏崎の右壁くらいあった。

ハーネスから
スリング ２本
の 先にそれぞ
れ カラビナを
セットする

カラビナを鎖全体
に掛ける（鎖の中を通
さない）
ハーネス
ザック

今回の事例の問題点と対策
①根本的には、足でしっかり
立って鎖を補助的に使うこと
ができず、鎖に体重を預けた
ことによる。
②ヌンチャクで中間支点をと
っていたが、カラビナを鎖全
体に掛けることの是非
③岩稜歩行や鎖急斜面での下
りは、初心者は時間はかかる
が鎖の中を交互に通す（最も
確実である）
②ハーネスからスリングで出
すカラビナは一つにして、も
う一つは、プルージックなど
のフリクションノットをゆる
めに巻く（ガースヒッチで要
検証）
③当然であるが、転落はハー
ネスで確保されるため、上半
身はエビ状に反り返ってしま
う。→簡易チェストハーネス
との併用？（要検証）
④三点支持と岩稜にしっかり
立つこと、鎖急斜面での登り
降りの訓練が必要（あわせて
フィックスロープに対して
も）岩稜・鎖・ロープがある
ルートを山行する人は必須の
課題

急斜面の下りで、しっかり岩に足を
置かずに、鎖に身体を預けたためバ
ランスを崩す（手袋はしていなかっ
た？）

落下

２ｍくらい？

ハーネスに身体が反り返った
ザックが岩との緩
衝材の役割をはた
したので、身体へ
の衝撃はなかった
（ケガなし）

ここに中間支点として
（トップのリーダーが）
ヌンチャクを通してい
たのでハーネスに繋い
であるカラビナが止ま
ったが、これがなければ
下まで落ちていた。（鎖
の末端は固定されていたか
は不明。固定されてなけれ
ば、もっと下まで落ちる）

※ 妙義では、鎖に振られて転落する事故が多い
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山の道具あれこれ

五十畑

アイゼン（英語ではクランポン）のいろいろ

茂

雪山でなくとも夏の雪渓などでアイゼンは必需品になります。いろいろな状況に応じたアイゼンになりますが選択
に迷うのではないでしょうか。現在では前歯１２本爪が標準でしょう。夏の雪渓などでは簡易アイゼンでも登れます
が、急な段差のあるシュルンドを超えるには前歯が必要になります。サイズは調整が可能ですが購入には靴との相性
が必要なので、店にはできるだけ靴を持参したいですね。 またその重さが長い登高では結構負担になり装備品とし
ても重さがこたえます。私が今まで使ったものから特殊なアイス用を除いて重さを一足あたりで比較して見ました。
一番使用頻度の多い⑤KAJITA を１として見ると③アルミ製は 0.4 で半分以下で長時間の行動では随分違います。ア
ルミ製なので岩のミックスでは摩耗してしまいますが夏の雪渓での行動には軽量化に助かります。

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

①簡易アイゼン 4 本歯 Mt.dax 94g………………0.2

②簡易アイゼン６本歯 Mt.dax 217g……………0.4

③アルミ製アイゼン１２本歯 CAMP 201g……0.4

④２本締めアイゼン１２本歯 SALEWA 416g……0.8

⑤ワンタッチ・アイゼン１２本歯 KAJITA 511g… 1

⑥ワンタッチ・アイゼン 12 本歯 GRIVEL 540g…1.1

⑦リジット・アイゼン１２本歯 SMC 445g……0.9

お知らせ
今後、山行報告書は大町労山のＨＰで閲覧が可能になりました。
●６月１９日例会で確認されたこと・・・・・今後の山行予定等です
１、全国連盟作成パンフレットに会の紹介を無料でやってくれるので、原稿を作ろうということになりました。
２、当面の山行
6 月 23 日(土)群馬県鹿岳：鈴木・岡田・細田・古畑文子
6 月 26 日(火)仏崎岩トレ：いまのところ鈴木・谷口・岡田・宮島・五十畑
7 月 1 日(日)美ヶ原：鶴川栄・鶴川栄子・菅沢・尾形・桑原・津田・古畑文子・宮島の８人
7 月 1 日(日)県連気象講習会：谷口・細田・五十畑・鈴木
7 月 3 日(火)例会
7 月 4 日(水)パソコン・スマホ講習交流会：「ヤフー白馬ベース」10～16 時 昼食飲み物等各自持ち込み
場所は、白馬ジャンプ台の隣。会場費は無料、各自ＰＣ等と継線持参。ネットは WIFI で全員可能
7 月７日（土）～8 日(日)苗場山：先発は、谷口・細田・尾形・鈴木・古畑文子・菅沢
後発は、鶴川栄子・鶴川栄・宮島・津田 登山口でテント２張り
7 月 16 日(月祝)有明山（松川村から登り、有明荘側へ下山）参加希望は３日の例会で。
３、合宿山行（蓮華温泉から雪倉・朝日岳）8 月 2 日(木)～５日（日）
登山行程の関係から初日は蓮華温泉に前夜泊、テント泊の予定。
いまのところ、谷口・鈴木・岡田・鶴川栄子・菅沢・有岡＋有岡夫人 7/17 例会でミーティング。
※ ９月の鹿島槍も３連休で紅葉のため小屋が混むことが予想されるのでテント泊の予定。
４、来年度総会 3 月 17 日(日)確定です。
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