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七倉～船窪小屋～針ノ木小屋へ 2018年8月21日～23日

参加者 仙波、菅沢

ひざ友コンビの蓮華の大登り

みよちくりん
船窪小屋に行きたいSさんと北葛から蓮華のルートを10数年ぶりに辿っ
てみたい私、王子神社の奥宮祭への参列という3件が合致して今回の縦
走となった。
七倉尾根では５合目中程で、昨年そっと置いてきた小さな仏像が静か
に迎えてくれた。二人して山旅の安全を祈り、息の上がらない速度で歩
くので急登もあまり苦にならない。ほぼ予定通りに船窪小屋に着く。小
屋の主は代替わりしたけれどお茶のおもてなしは健在。外のテーブルに
先客が 6 名。早速、宴会の仲間入りをし、先ずは初日の無事に乾杯！明
日のコースの情報を収集する。楽しみにしていた夕食は以前とかなり変
っており、主が変れば仕方のない事とはいえ心寂しいと思う。
2 日目は針ノ木小屋までの長丁場。快晴の下、熱中症や足元に気をつ
けての合唱と鐘の音に送られて先陣を切って出発した。私の前回の記憶は曖昧で、七倉、北葛の下りがど
の程度か判らず、少々不安だった。そこそこ危険な個所もあったけれど、岩トレの実習よろしく慎重に通
過した。好天は堪えたが、脚と相談して休憩を柔軟にとった。このルートの核心部とも言える蓮華の取り
付きは、見あげる岩場にクサリの連続。足で立つの原則でクサリは殆ど方向指示の役目。手袋を忘れた私
は初めて素手で岩を掴む。角張った岩で怪我をするのではと思ったが手のほうが厚かったようで、何とも
その感触が心地よい。日影の岩と陽をたっぷり吸った岩との温もりの違い。３点支持でグイグイ登って行
く時の岩との一体感と充実感。最後の岩峰を巻いて蓮華特有のザレ場に出た時、追い越して行ったオジサ
ンが蓮華の頂上から手を振ってくれた。針ノ木小屋で再会した時、我々二人が無事に岩場を登ってくるか
心配で見ていてくれたとの事。S さんは鮮やかな若草色、私はスカイ
ブルーの T シャツで、カラーだけはさわやかなコンビは遠くからもは
っきり見えたという。
炎天下のジグザグ道は、時折吹く涼風に生き返りながら、まるで苦
行僧のように黙して歩くのみ。9 時間半かけて辿り着いた針ノ木小屋
では扇沢からのもう一人の仲間が首を伸ばし切って待っていた。勿論、
ヱビスの生ビールで乾杯！！
３日目。３時半頃、ふらつく足で奥宮目指して登って行く。煌く星
空とややきつい風。その内うっすらと今日の好天を告げる朝焼けが始
まり、深い茜色の帯が美しい。5 時 11 分、燭光の差し込みを合図に神
事が始まり、十数人の参列者が神妙に頭を垂れる。針ノ木の下りは極
一部を除いて夏道となっており、大沢小屋のおいしいコーヒーでお疲
れさま。
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菅沢順子
今回は、仁科神明宮奥宮神事に参加するため、前々日から船窪
小屋経由針ノ木小屋を目指します。七倉からは、１/１０～１０/
１０の標識がある（昔は、何合目とかの印だったとか）ので、急
登もこれを探しながら登ると楽しい。唐沢のぞき、七鞍の森、鼻
付き八丁と変化に富んでいます。途中には、シャクナゲの木がこ
れでもかと続きます。シャクナゲの時期に来たらすごいでしょ
う 。ちなみに、８/１０鼻付き八丁お疲れ様でした。９/１０、も
う少しだ、ガンバレ！？だったかな？ １０/１０七倉岳まで４
００ｍ。船窪小屋は、鐘も食事も有名ですが、以前と比べ少し変化してきているようですが、とてもおいかっ
たです。翌日晴天、6 時 45 分出発です。七倉岳までは、よかった。その後、登っては下り、登っては下り。そ
の下りが、急な坂やワイヤーロープにつかまり降りる所ばかり。ピークをいくつ越えたかな？次の下りは、ど
んなかと少しびくついていました。下りが大変だったので、登りってほっとするね。と 2 人。北葛岳から下り
蓮華の鎖場の岩を越えて、ざれている道を一歩一歩、また、岩を越え、巻いて巻いて登ります。長かったー！
蓮華岳には、コマクサが少し咲いていて癒されました。針ノ木小屋到着。翌日は、日の出とともに始まる神事
に間に合うよう蓮華の頂上へ、厳かな中、無事終了。満天の星空、日の出、雲 1 つない頂上で見る山々、本当
にすばらしい３日間でした。仙さんに感謝です。

蓼科山 2530Ｍ
参加者

2018 年 8 月 26 日（日）
谷口、鈴木、宮島、鶴川２、畑文、中村、細田、尾形、津田、神津、有岡２、黒岩、赤羽

宮島順一
単独で登山を楽しんでいる頃、今回と同じルートで女神
茶屋から登ったが その時はキツイ登りと記憶してい
ないが、今回は一月ぶりということもあり やっとの思
いで頂上に立った。
頂上からの眺望も良く鶴川栄さんの山座同定も大変よ
かった。天祥寺原から下山口である竜源橋までの間は思
いのほか長く感じた。
有岡夫妻
今回は妻も参加させて頂きありがとうございました。大岩小
岩で多少苦労した所や、下りで皆さんについていけず少し遅れたりした所もありましたが、何とか無事に下山出来
ました。栄さんの話も楽しい山登りでした。
いくババ
蓼科山は「ビジンサマ」という女神様がいらっしゃる様にた
おやかなお姿ですが、実は岩ゴロの中々手強い山道でし
た。メンバー大勢の賑やかな山行で、楽しかったです。
古畑文子
下山ル－ㇳが厳しかったです。テンポ良く足が出ない、
バランスが悪い、体力の衰えをひしひしと感じました。
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鶴川

栄

優美な姿にも関わらず、登山道は急峻で人生下り坂の
自分にとって、とてもキツイ登山でした。家に着いた
ら体中ガチガチで辛かったです。もうこの山は結構で
す！！
黒岩佳美
お天気も良くて、頂上では 365 度の大パノラマに感動し
ました。初めてのルートでなかなかキツかったですが、
みなさんと歩けてとても楽しかったです。

馬の背ヒュッテ

8 月 28 日～29 日 根橋圭子

参加者 勝野、根橋、森田＋４
コースタイム
馬の背ヒュッテ （3 時間 5 分）

大平峠 →

馬の背ヒュッテ

→ 北沢峠（3 時間）

大平山荘までのバスは運転手のガイド付きで、バス
を止めて鋸岳の鹿の窓（鹿の死体を入れる穴）の解説
や道路端に咲いている花の説明などがあってこれからの山行をわくわくさせてくれます。樹林帯をぬけると沢
沿いに登りとなります。滝もいくつかあり、沢の音を聞きながら時々涼しい風が心地よく、急登や大きな岩も
なんのその？？？。数々咲いている花の中で、トリカブトの鮮やかな紫色が印象的でした。ポツリポツリと降
りだした雨でしたが、小屋に着くと同時に大雨。天は高齢登山者を優しく見守ってくれ感謝・感謝です。人気
の女小屋主人の出迎え後、私たちは自己紹介や山談義に花を咲かせ楽しくすごしました。夜は雨も上がり、し
ばし星空を堪能。帰路は数か所危険個所もありましたが無事クリア。登ってくる人が多く、すれ違いにやや時
間を要しました。40 年ぶりの 2000 メートルを超えた登山、最高でした。71 歳のわが身に頑張ったで賞（しょ
う）を。

近況報告

森田 高

昨年 7 月、息子の嫁が入院のため四国に帰り、1 年ぶりの長野です。
8 月に次女が生まれたのですが、体調が良くなく半年の命でした。息子夫婦も少し落ち着いたので、安
曇野に来ることができました。これからはどの山に行っても孫と一緒だという思いです。
8 月 28 日

馬の背ヒュッテに登山。管理人が船窪小屋にいた方で昔話に多いに盛り上がりました。

9月2日

岩トレ見学。皆の熱心さに感心した 1 日でした。

9月4日

勝野さんと光城山の倒木の片づけに行きました。勝野さんの登山者を思う心に頭が下がります。

良いトレーニングになりました。
9月5日

光城山～長峰山に 8 人で 4 時間ハイキングを楽しみました。入会間もない私ですが、昔からの

友人のように接して頂き大変楽しい 1 日でした。これからはサーキットトレーニングをして、山をエンジ
ョイしようと思っています。どうぞ宜しくお願いします。
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岩トレ（盗人岩）

2018 年 9 月 2 日

参加者：鈴木・五十畑・中村・谷口・宮島・細田・黒岩・
鶴川栄子・古畑文子・勝野・森田高(11 人)
宮島順一
初めての場所で前日、会長に場所の確認。
既にロープワークの講習が一段落していたが、その後、鈴木さん、
五十畑さんの丁寧な指導で何度も登り返し岩の感触を体感する。
今回は確保の仕方やリードの訓練が大変勉強になった。今回岩登
り用の靴を履いて登ってみたが、窮屈なので、家に戻ると親指が
痛かった。
蛇足だが県道沿いの公園（訓練場所入口）のような所には時季
になるとブルーポピー（ネパールの高地）が咲く。
黒岩佳美
岩トレは何度か参加させていただいているのに、ロー
プの結び方などいつも忘れてしまい、本当にすみません
。午前中は急斜面での懸垂下降、ロープの結び方を
教えてもらいました。
午後はトップロープでの登り降りです。登ることはな
んとかできましたが、ロアーダウン（？合ってますか？）
が恐怖心もあってなかなか上手くできませんでした。恐
怖心もあって自分から「やります!!」と言えず、みなさ
んに声をかけていただきチャレンジできました。本当に
有難かったです。次回からは自分から積極的に参加し、
1 つでも技術を覚えるよう継続していきたいです。これ
からもご指導お願いします!

岩トレ感想・・・・・・・なぜ、岩トレをするのか

鈴木 均

基本的考え方
・登山は体力が前提である。どんなに技術があっても体力がなければ登れない。しかし、体力と若さだけでは、
レベルが高いルートを登れるとは限らない。体力と技術は車の両輪である。
・私が、なぜ岩トレを提案しているのか。理由は二つ。ひとつは、安全な山行のため。もう一つは、私自身が
お手伝いできる年数が限ら
れてきているということ。大
町で、私が知る限り、過去自
分が提案しなければ岩トレ
がない。今回の 11 人参加は
画期的。
・いままで登攀のためではな
くセルフレスキューに重点

訓練メニュー１（セルフレスキュー関係）=簡易チェストハーネスで
目的は、危険箇所に遭遇したときの対処及び岩稜歩行

※ やったことがない人は

ツエルトを張る（被る・吊る）

※危険箇所、悪場でのトラバース（簡易ハーネスと２本のカラビナ）
１、、自らロープを固定し危険箇所を下る。バタフライノットまたはインライン7で下る
支点の作り方とロープの固定（クローブヒッチ） 自ら樹林・岩に支点をつくり、ロープを固定する
補助ロープの固定は、ボーライン （もやい） ・エイトノット・クローブヒッチ （インクノット・マスト結び）

２、 固定しない補助ロープをバタフライノットまたはインライン8で下る
３、固定した補助ロープをフリクションノットで登り降り

マッシャー・プルージック・クレイムハイスト

①トラバース右左
②斜め右上がり下がり・左上がり下がり
をおいて、何回かやってきた。
４、補助ロープでムンターヒッチによる懸垂下降
9/2 午前中やった内容＝訓練
ﾒﾆｭｰ 1 は、ほとんどが復習で ５、ムンターヒッチで引き上げ・引き下げ

あるが、現場ですぐできなけ （６、ガルダーヒッチで引き上げ）
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ればならない。
（クライミング 訓練メニュー２（登攀関係）＝ハーネスで
ではない）

装備の確認・ハーネスの結び方・８の字結び

①トップロープによるクライミング岩稜歩行・三点支持
②確保訓練

９／２具体論（感じたこと）

③トップロープでの登攀・下降（交互に確保）

①木に結ぶ支点づくり・・・

④フィックスロープで登攀・下降（クライムダウン）、斜めトラバース登り降り

クローブヒッチでやったが、

⑤下降器による懸垂下降（必ずバックアップ）

慣れている人はエイトノット

（⑥緩斜面でのリードクライミング及び確保）

の方が確実である。

（⑦トップがセカンドの確保）

②トップロープで下りるときや懸垂下降では、跳ぶように降りない→支点に衝撃を加えてしまう。
③登攀というより破線ルート、例えば戸隠蟻の渡渡りや妙義、西穂から奥穂縦走、大キレットなどの岩稜歩行
を確実にやれるようにという意味では、右のリッジの上り下りが最も実践に近い。登りはトップロープで、下
りはフィックスロープか鎖で降りる。
③確保（ビレー）について・・・・確保の練習を初めてやったが、繰り返しの練習をやらないと身につかない。
確実にやれるようにならないと信頼できません。
④リードについて・・・リードの練習もやったが、あの程度でリードができたわけではない。ピン（支点）に
２回クリップしただけの短いルートでプレッシャーはほとんどないくらいの程度。実際には、ロープの長さは
基本 50ｍ＝１ピッチ上がる。
⑤クリップについて・・・ヌンチャクでクリップしたが、アルパインでは２つのカラビナに６０または 120 の
スリングを通して使う（ランニング）ことが多い。なぜなら、まっすぐ上に支点があるとは限らず、１ｍ以上
も右や左に離れていることが多いから。できるだけロープを屈曲させないためには、長さが決まったヌンチャ
ク（クイックドロー）ではなく、スリングで長さ調整する。また、ヌンチャクの掛け方も理屈がある（詳細略）。
⑥声かけ（コール）について・・・登る準備ができたら、リードは「登っていいですか」とか「登ります！」
と必ず声をかけ、確保者は「どうぞ」とか「登っていいよ」など、またリードが安全なところでピッチをきっ
てセルフをとれば、「ビレイ解除！」。確保者は「解除しました」と言う。
⑦懸垂下降について・・・午前中、右の土の斜面で懸垂下降を含め様々な練習をしたが、岩での懸垂下降の練
習を忘れたので次回に。下降器を使っての懸垂下降は確実にできなければならない。また、下降する前に他の
人にシステム（下降器のセットなど）を必ず見てもらう。通すべき箇所に通してなければ転落する。セルフビ
レーを外す前に必ずチェック。懸垂下降の場合末端を必ず結ぶこと、リードでもトップロープでも、安定した
ところで休む場合は、必ずセルフをとるという癖をつけておくこと。ギアラックに絶対ロープを通さない。
⑧相互チェック・・・ハーネスのセットの相互確認は本来最初にする。結び方は正しいか。
⑨蛇足・・・リード練習のときに、Ｍさんが緊張をほぐすためにジョークを飛ばしたが、これはＮＧ。確保者
も登攀者も真剣に。ひとつ間違えば大けが、場合により生死にかかわる。ロープや登攀用具は、正しい使い方
をしないと事故のもとで、岩や雪には自己流・我流はだめ。ザックに掛けた補助ロープやカラビナは飾りでは
ない。リードは絶対に落ちてはならない。また、確保者は絶対に止めなければならない。

まとめ的感想
いずれにしても、岩の技術は奥深い。普段の山行は、普通に登っては下るだけで、訓練は必要ではないと考
える登山者もいるが、そうだろうか。八ヶ岳のプロガイドミキヤツさんは一般登山者の岩トレを強調している。
「『私は岩には行かない』
『危ないルートには登らない』から岩トレはしない」というのは、いかがか。
（バリエ
ーションルートをめざす者は、さらにレベルの高い、そのためのトレーニングは絶対必要である）
「危ないから
やめよう」ではなく、
「リスクをどうクリアするか」
「事故を起こさないための対策」
「事故が起こってしまった
ときの対策」は、あらゆる場面で考えておかなければならない。そのために必要な訓練を大町労山としてどう
考えるか。「想定外」ですませるわけにいかない。
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岩トレと雪の登山とは似ているところがある。１１月になれば、登山道は凍っている場合もある。そこを安
全に降りるためには、やはり３点支持と場合によってはロープを出す。危険と感じたときは(補助)ロープを出す
というのが鉄則。面倒で時間がかかっても、安全優先。
穂高や剱など岩稜ルートを安全に登るには、少なくともセルフレスキュー技術を身につけておくべき。それ
ができなくても、難易度が高いとはいえ経験を積めば一般登山道だから登れないことはないが下りが厳しいこ
とは確か。恐怖感が出てしまえば、しっかり立てなくなる＝重心と歩行が不安定になる。ましてや、バリエー
ションルートや破線ルートを確実に行くには、岩稜歩行技術を身につけているかどうかが分岐点になる。

小川山で好天の幸運に恵まれる

五十畑

茂

9/8（土）に巻機山米子沢で久しぶりの沢を楽しもうと計画したら、長期予報で降水確率 80%になり、ほとんどの
山域が雨の状態。その中で小川山は降水確率 40%を探し出し、ダメもとで小川山廻り目平に急遽転進となった。
途中野辺山あたりで強い雨になりやはりダメかと思ったが、廻り目平のキャンプ場では雨も止み早速テント、ター
プの設営。今日はまだ天候不安定なので、近くの水晶スラブでウォーミングアップするが、まだ岩が濡れていて少々
厳しい。
9/9（日）は朝から雨も上がってきたので烏帽子岩左稜線に行く。今回は男３人女性１人なので２人ずつロープを
結ぶ。ここは、小川山の岩場では一番長いルートで１０ピッチ以上あるので途中で雨にならないことを祈るしかない。
6:30 に出発し烏帽子沢を登って迷いながらも 8:30 に取付きについた。初めの３ピッチはほぼ垂直の壁。グレードは
5.8 くらいで緊張する。５ピッチほどで第一のピークについてやっと半分登る。この先は高度感もあり両側が切れた
岩稜を登るので慎重にかつ大胆に登る。幸い青空が見えてきて素晴らしい眺めに歓声をあげる。最後のチムニーをひ
いひい言いながら登って 16:00 に完登。15 ピッチ、７時間のクライミングでした。

お知 らせ（訃報）

9 月 13 日…大町労山の前会長、小林源一さんが亡くなられました。
大町労山の創設メンバーであり、長年大町労山の会長を務めて下さいまし
た。ここに謹んでお悔やみ申し上げます。
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９月 11 日

第 11 回例会確認事項（その後の追加あり）

１、この間の山行等の報告（8/21 以降）

ﾋﾔﾘﾊｯﾄはなかったか

①8/21～23 七倉・蓮華・針ノ木:仙波・菅沢＋1
②8/22～23 針ノ木周回：中村
③8/23 飯縄山：有岡夫妻
④8/26 蓼科山：
古畑文子・細田・鶴川夫妻・宮島・谷口・中村・有岡夫妻・鈴木・津田・神津・尾形・黒岩＋1(15)
⑤8/28 盗人岩偵察：五十畑・鈴木
⑥8/28～29:南ア藪沢ルート馬の背ヒュッテ：勝野・森田高・根橋＋4
⑦9/2 岩トレ：
鈴木・五十畑・中村・谷口・宮島・細田・黒岩・鶴川栄子・古畑文子・勝野・森田高(11)
※ 9/1 鶴川栄子・神津:槍中止
9/2 宮島：光・聖ほか中止
※ 9/8 五十畑:巻機山米子沢中止→小川山
9/8 岩トレ中止
9/8 鶴川夫妻・岩菅山中止

２、当面の山行等とリーダー（9/19 現在・②以降の参加確認は 9/25 例会）
①9/22～23 赤岩尾根から鹿島槍:
谷口・鈴木均・五十畑・細田・尾形・鈴木和・森田高・鶴川栄子・古畑文子

Ｌ谷口

②9/30 十石山：谷口・鈴木均・五十畑・細田・宮島・菅沢・森田高・鶴川栄子・古畑文子
③10/７～8 鳳凰三山：細田・菅沢・仙波・森田高・鶴川夫妻・古畑文子・鈴木均
④10/13 京ヶ倉公募山行（昨年申込者中心）
⑤10/20 岩トレ 大町人工壁＆仏崎予定
⑥10/21 乾徳山：
⑦10/21 県連地図読み入笠山：岡田・中村・黒岩
締切 10/8
⑧10/27 風吹きのこ山行
⑨11/ 4 県連秋の交流横川峡
⑩11/10 山の歌を歌う会（桑原さん宅・ｼｭﾗﾌ持参で泊まらせてもらえます）
３、９～10 月個人山行
・9/15～17 北穂東稜 鈴木＋3(泉州)→雨天中止
・9/17 岩菅山：鶴川夫妻
・9/19～21 硫黄・天狗ほか：仙波・菅沢
・10 月南木曾岳：鶴川栄子提案
・10 月初め のんびり鑓温泉：鈴木提案
４、県連ほか
①9/15～16 全国ハイキング交流集会 伊豆
②11/23～24 全国登山研究集会 愛知
５、その他
・労山カレンダー注文・ココヘリ・労山パンフレット大町版作成
・低山(里山)山行を検討 当面の案では飯盛山
・次回例会は 9/25
10/2 例会は続くので役員会にする

機関紙部よりお願い
日頃機関紙に原稿を寄せて頂き有難うございます。
原稿の字数についてですが、機関紙を引き継ぐにあたり、山行報告書の感想を掲載すると
いうことで３００字以内での字数制限（書く欄が少ない）があります。それに基づいて機
関紙も一応制限を設けています。大勢の会員の声を反映させたいと考えています。ご協力
宜しくお願いします。
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