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大町勤労者山岳会

 

9 月 23 日 参加者 Ｌ谷口、鈴木、尾形、宮島、森田（高）、古畑（文）細田、鶴 川 ２ 

古畑（文） 鹿島槍の予定が天候不良により

前夜泊で苗場山に変更となった。苗場山は以前

より行きたい山だったのでとても楽しみだっ

た。山頂は山の上とは思えない景色で広大な湿

原と池塘、そして一面の草紅葉。遠くにはうっ

すら北アルプスが見えました。木道をゆっくり

歩きながら絶景を満喫しました。 

 いくババ   久しぶりの前泊で、楽しい夕餉

を囲みました。会長からの提案で即席に豚汁作

り。肌寒い朝晩には暖かい汁物が沁みました。

人気の山なのか、3 合目の登山口駐車場はいっ

ぱいでした。当日は朝から快晴。雨後の泥濘と

岩ゴロの道には閉口しましたが、山頂景色にはとても感動しました。山道を登り切るとそこには広々した湿原が

広がり、青空と点在する小さな池と草紅葉が秋を感じさせてくれました。鹿島槍には行かれませんでしたが、そ

れに代わるとてもナイスタイミングの山行でした。   
           
鶴川父ちゃん 

苗場山は上り詰めた途端広大な草原な池塘が広がる風景はここでしか見られないものだ 
何回来てもこの広がりは素晴らしいと思う。楽しい仲間との登山は心の支えです。 
 

 宮島じゅんちゃ 
約２０年ぶりの苗場山に登った。前日に登山口にテン

トを張ることができたので早朝の出発ができ、天気に恵

まれ草紅葉の台上

を歩けて気分最高

であった。 

 
尾形…長靴王 

私は今回 2 回目の

苗場山、漸く天候にも恵まれ差安価車も 9 名とワイワイガヤガヤ楽しい山

行でした。途中、昨日までの雨でぐちゃぐちゃの所もありましたが、私な

りのスタイル！！長靴が威力を発揮した。 
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鶴ちゃん  久しぶりの苗場山…台上に広大な池塘群の景色は圧巻！！旬の紅葉に心奪われる。 
 
森田 高さん 小赤沢 3 合目登山口でテン泊。細田さん、古畑さんに美味しい豚汁を釣って頂き宴会。みなさん

より、色々な差し入れがあり気持ちもお腹も満タンになりました。初めてのテン泊登山で嬉しくて子供に返り眠

りに付く。鶴川さんの車の音が聞こえたのですが、ウトウトしていてお迎えできず済みませんでした。途中雷も

鳴っていましたが、天気は心配なさそうで 4 人眠りに付く。9 時 40 分頂上へ。大小の池塘が散らばった花の楽

園。紅葉と緑のバラランスもすばらしく別世界のようでした。鶴川さんが心地良いペースを保ってくれて足も試

もルンルンでした。有難うございました。お疲れ様です。 

10 月 7 日〜8 日 

参加者 Ｌ尾形、宮島、鶴川 2、森田、仙波、菅沢、古畑、細田  

      
菅沢順子 

よかったー！なにが良かったかって、ゆっくり登山だったことで

す。編笠山への途中では、絵にかいたようなすそ野を広げる富士山

が見えて感激。明日下る尾根の紅葉がきれいでした。頂上から、小

屋までは、見えているのに意外と遠かった。手作り感いっぱいの夕

食は、トン汁、ご飯がお替り自由でデザートには、シャインマスカ

ット似？ナガノパープル似？がついて調子に乗って食べすぎ！！星

空がきれい。翌朝、権現目指して、気を引き締めて登ります。頂上直下で、ゆっくり鶴ちゃんカフェ（フルーツ

入りバウンドケーキ、紅茶、郁子さんの 
デザート付き）、途中、何の変哲もない木戸口公園が、急に公園らしくなり、鶴ちゃんカフェに。そのたびにお

手製のスイートポテトや干し柿を出していただき、おいしくて疲れが吹っ飛びました。お湯を沸かしてくれた男

性陣に感謝。最後の登りの途中、クリタケに遭遇。お土産付き秋の山行でした。     
 
鶴川父ちゃん 

南アルプスの鳳凰三山の計画でしたが、尾形氏、宮島氏を交え再検討した結果、コンパクトにまとまりのある

八ヶ岳の権現岳に変更した。天気は今一でしたが、良きリーダーに恵まれ、ビールあり！、果物あり！、ケーキ

あり！、美女？あり！の連続で、余裕のあるゆったりした、楽しい山行でした。…    

                     
 
 
 

権 
                                 

 

編笠山に登る途中からの富士山 

もう少しで青年小屋に到着 
編笠山頂上にて 



 
 
 
 
 
  
 
 
 
    

いくババ 
週末にはいつも台風がやって来る。今回は日本海に外れているので天気は悪くない。観音平駐車場から登り始

める。途中富士山の裾野が美しいので見とれる。押出川からは急登。編笠山頂上は岩ゴロ山。強風なのでその

まま青年小屋へ下るが、小屋は見えているのに岩ゴロに阻まれ中々着かない。昼食後有志で西岳に向かう。青

年小屋は食事が美味しい。翌朝ゆっくり出発。ギボシの岩場を慎重に登り、隣の権現岳に。朝から霧に阻まれ

展望は開けない。山頂直下で栄子さん持参のパウンドケーキで、茶話会となる。今回の山行は、景色は望めな

かったが、美味しい食べ物と楽しい会話。ゆったりペースでの山行となった。権現岳から赤岳の容姿を見てみ

たい。再トライしたい。      
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土石流で崩壊した沢を西岳に向かう 

テントで宿泊 

トタンが茶色に錆びた青年小屋を出発 権現山へ岩稜帯を慎重に登る 

小屋で宴会 

ひっそりたたずむ権現荘 権現山へ岩稜帯を慎重に登る 

西岳山頂 



森田 高さん 
編笠山登山中、富士山がすぐ近くに見えて、私は他の山ではと思えるほど素晴らしい眺めでした。青年小屋に

着く前の岩場は他にない風景で感動しました。しかし小屋の屋根は錆びれて見すぼらしいが、夕食はおいしくて

屋根の事は忘れてしまい舌づつみでした。西岳にもピストン。途中水場はすごい災害で自然の力に圧倒された。

テン泊の人達と小屋に集合し宴会。今回の山行は鶴川さんの美味しいケーキと差し入れで登山より、食い気の方

が勝ってしまった。あまりおいしいご馳走は登山になりません。ごちそうさまでした。今回も気持ちよい山行、

栄子さんお疲れ様でした。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

権現岳頂上                                  権現岳頂上 

 

 

 
木戸口公園で昼食＆お茶タイム                  見つけた！！クリタケ 

 
鶴ちゃん 

今回の山行に関しては、１週間くらい悩みました。鳳凰三山に行きたいと参加を希望してくれた会員には申し

訳ありませんでしたが、小屋が満杯と同時に強行軍の日程で参加者全員を

稜線までお連れする技量がなかったし、もしもと考えたらやはり山を変更

した方が無難という結論に至りました。男性軍を交え検討の結果が編笠山、

権現岳のコースでした。山は演出、脚本が大事・・・。下準備は私が担当

し、当日のリーダーは尾形さんが適任とお願いしました。抜群の力を発揮

してくれ、安全で楽しい山行でした。参加メンバーと今回のコース設定が

とてもマッチした山行でした。こんなにゆったりと山を楽しみ、メンバー

とより親交を深めたことはなかったと思います。 
 



 

 

 

 

 

 

ルート 御座石温泉〜鳳凰小屋〜地蔵岳〜観音岳〜薬師岳〜夜叉神峠登山口 
コースタイム 
*1 日目 御座石温泉(14:10) テント泊 
*2 日目 出発(6:15)〜燕頭山(9:20)〜鳳凰小屋(11:00)テント泊 
*3 日目 出発(5:30)〜地蔵岳(6:30)〜赤抜沢ノ頭(7:10)〜観音岳(8:25)〜
薬師岳(9:00)~苺平(10:50)〜杖立峠(11:50)〜夜叉神峠登山口(13:40) 
山行報告（感想など） 
*1 日目 初日はバスで御座石温泉まで行き前泊しました。バスの運転手

さんの話ではほとんどの人が青木鉱泉にテントを張るそうで、この日御

座石温泉にテント泊したのは私だけでした。 
*2 日目 御座石温泉から鳳凰小屋までは急な登りもありますが危ない

ところは無く歩きやすい道でした。 
燕頭山辺りから濡れない程度の小雨が時々ぱらつく様になったので雨具の上だけ着ました。 
下山してきた方の話だと上の方は朝、雪が降っていたそうです。 
鳳凰小屋に着いてテントを張り終えしばらくすると霙が降り出しました。午後は天気が回復する予報でしたが霙

が止む気配は無くこの日の地蔵岳は諦めテントに籠もることにしました。 
*3 日目 朝起きると夜中まで降っていた雨でテントがバリバリに凍っていました。 
鳳凰小屋から地蔵岳に向かう道の山頂手前は砂の急登で蟻地獄の様でした。 
この日は曇りでしたが高曇りで景色を見ることが出来たので良かったです。 
富士山、白峰三山や仙丈ヶ岳は雪で白くなっており冬の訪れを感じさせます。久しぶりに見る雪景色の美しさを

堪能しました。 
地蔵岳から観音岳の稜線歩きは右手に白峰三山、左手に富

士山の贅沢なル

ートでした。季

節を変えてまた

歩いてみたいで

す。 

 



10 月 21 日 参加者 Ｌ鶴川栄、宮島、尾形、古畑文 

昨日の雨と冷え込みで登山道はぬかるんでいました。木の階段はうっすら凍っていました。10 分ほど登る

と用水路に沿った平坦な道となり岩の間から水が湧き出していました。アライタ沢に架かる橋を渡ると木の

階段の急登が続きます。背の高い笹が茂り、足元には霜柱。葉がすっかり落ちたダケカンバの林がきれいで

した。2時間 30分ほどでノッキリに到着ベンチで一休み。しばらく進むと一気に展望が開け山頂までのル

ートが見える素晴らしい稜線歩きでした。山頂は広く祠が有り西側には避難小屋が有りました。眺望も良く

先日登った苗場山も見えました。天気も良く穏やかな山頂で鶴川さんが用意して下さったうどんを皆でおい

しくいただき最高の一日でした。 

 

 

 

 

 

山用具のあれこれ    登山靴の種類             五十畑 茂 

山用具で一番最初に考えるのが靴をどんなものにする

かでしょう。実際いろいろな山に行くようになると靴

の種類も増えてきてしまいます。靴を選ぶ基準として、

ザックの重さ、岩場か湿地か雪の有無などルート状況、

防水性などによって選択します。最近の登山靴は材質

が新しくなり、非常に軽量化が進んでいます。靴底の

ビブラムもすり減れば変えることができます。一昔前

の冬山用の手縫いの皮靴だと片足で 2kg を超えてしま

うほどですが、現在では片足 1kg 以下で手入れも簡単

になりました。また靴下も一枚ですみます。荷物が重

い場合は足首まで深く重い目の方が安定して長時間歩

くことができます。 
①二葉製冬用ダブル 1.7kg（今はもう使わない、体力のある人向き） 
②BOREAL 冬用 1.2kg（冬用で暖かい） 
③LA SPORTIVA 雪山用 920g（冬から残雪期用、アイスも使用） 
④LA SPORTIVA バリエーション用（無雪期用、ワンタッチアイゼンは付かない）725g 
⑤5.10 アプローチシューズ 370g （スニーカー代わり、軽いハイキングにも使用） 
⑥Caravan 沢靴（フェルト） 397g （沢専用、フェルトは交換可能） 
⑦5.10 クライミングシューズ 250g （岩登り専用、スラブ用、立ち込み用など種類が多い） 

 

①   ②  ③   ④  ⑤ ⑥  

⑦ 

  ③  ⑦ 



   単独行のすすめ                  鈴木 均 
 
 不謹慎なタイトルではないかと一部からご批判があることを覚悟で、あえて書かせていただきます。会員のみ
なさんは、多くは会山行に参加して山を楽しんでいますが、たまには単独行もいいし、単独行でこそ山の力がつ
くと確信しています。（ただ、岩や雪山は、十分な技術を習得した上でないと推奨はできないが・・・） 
 
 単独行で得られるものは二つあると思う。ひとつは、精神面。もう一つは“登山力”とでもいえようか。精神
面で言えば、単独で山へ行っている場合、様々な人との出会いもあるが、登っているとき（歩いているとき）い
ろんなことを自然に何かを考える、考えるともなく考える。自分の心の中を見るということだ。仕事や職場のこ
と、家族のこと、仲間のこと、ほかの山のこと・・・目的を持って特別の内容を真剣に考えるというのではなく、
人生全般と言えば大げさになるが次々とわき出てくる。それが、自分の心の豊かさに繋がっている気がするとい
うことだ。 
 もう一つの“登山力”についていえば、当然であるが計画段階から自分自身がリーダーであり、山行当日は仲
間がいない、すべて自分だけで対応することが求められるということだ。ルートと予想できる所要時間、難易度、
危険箇所、小屋やエスケープルートがあるのかなどは一人で調べなければならないし、万が一のアクシデントに
はどう対処するのか、精神的・装備的（ビバークなど）・技術的準備が必要である。難易度の高い山や近郊の山
でも平日やマイナールートでは、ほかの登山者に出くわすとは限らない。道迷いや転滑落しない慎重さも必要だ。
観察力や洞察力も求められる。何かあった場合、仲間がいる登山ではないのだ。 
 私は労山に入会するまでは、いわゆる未組織のハイカーから一登山者に過ぎなかった。現役で仕事中は、土日
もいろいろあって滅多に山に行けないし、帰宅も遅かった。それでもたまに単独で気晴らしに登山していた。山
道具をザックにつめて出勤し、大阪から夜行バスで北アルプスにも行った。単独行ゆえに山陰の大山の下山では
ショートカットのつもりが道迷いをしたり、西穂から奥穂へは雨で引き返したり、ｼﾞｬﾝﾀﾞﾙﾑ近くで落石にひやひ
やしながらﾃﾝﾄﾋﾞﾊﾞｰｸしたりもした。お粗末ながら低山でも少し迷ったこともあるし、涸沢では雷で、どこにも
登らずに帰阪したこともあった。人間は簡単に死ぬこともあるが、どっこい簡単には死なない。運もあるかもし
れないが、様々な条件に活かされていると思うし、生きるための術がある。その後、登攀や雪山技術を身につけ
るためには個人では限界があり、労山に入会した。多くの仲間と巡り会い、自分が習得したのはたいした山技術
といえるほどではないが、先輩のみなさんからたくさんのことを学ばせていただいた。 

若い会員のみなさんには、会山行とともに単独行をすることをおすすめしたい。加藤文太郎や松濤明はこよな
く単独行を愛したが、ふたりとも友を放っておけないとして北鎌尾根で自分も遭難した。足がじわじわと凍って
くると書いた松濤明の『風雪のヴィバーク』は壮絶だ。二人とも、単独では生還していたと思う。 
 最近、個人的に思っていることは、岩や雪といった「アルピニズム」が消えつつあるのではないだろうかとい
うことだ。簡単な山行、「楽しい山行」が増えて、チャレンジする山行が一部の山屋に偏っていないだろうか。
全国的に会員の高齢化と若い会員が増えない中で、私が感覚的に受け取っているだけで具体的根拠はない。 
 ここ数年、ソロテントがよく売れているし、30～40 歳代くらいの登山者によく出会うが多人数のパーティで
はない。カップルであったり、単独行もある。テンバでは４テンも多くはない。女性の単独行、しかもテント泊
の登山者にも遭遇する。『ピークス』という登山雑誌がひとつの傾向をつくっている感じだ。この流れをどう見
るか。我々は、先を読まなければならない。 
 
１０月２日 役員会報告 
１、機関紙紙媒体渡しの有料にするかどうかは、次期総会で検討する。 
２、小林前会長追悼集を遅くとも年内（できれば 12/1 忘年会で）に発行する。 

原稿集約は１０月末を目処に、可能な限り古い会員や元会員のみなさんに原稿を依頼する。 
字数等はとくに決めない。会員は原稿メール添付又は手書きを会長または鶴川機関紙部長に届ける。 

３、山行のリーダーは、これまで偏りがあるので、「連れて行ってもらう」山行をしないためにも、できるだけ
多くの会員がリーダーをする。 ４、会山行は、あえて下見をしなくてよい。 

５、全国連盟（県連とも）への会員登録は１１月なので、山行にあまり行けていない会員については意見を聞く。 
６、当面の山行等の日程では、10/13 京ヶ倉 10/16 例会 10/20 岩トレ 10/21 県連地図読み講習  

10/28 風吹岳キノコ山行  11/3 県連交流山行 11/6 例会 11/10 山の歌を歌う会 11/11 糸魚川の戸倉山 
11/17 かその週の好天の日に蝶が岳 11/18 五里が峰等です。 

７、新たな企画として、12/1忘年会とは別に、女性部企画で12/15光城山登山のあと山頂小屋で忘年会第2弾（泊） 
 
１０月 16 日 例会まとめ 
1．この間の山行等：ヒヤリハット等特になし。   2．役員会報告  
3．当面の山行等とリーダー 
  ・10/27 風吹キノコ山行は 10/28 に変更する。 
  ・11/4 県連交流 参加者なし     ・11/4 駒ヶ根芋鍋山行 勝野 
  ・11/10 山の歌を歌う会 例会参加者では横田、谷口、鶴川栄・栄子、尾形→例会では桑原さん宅でしたが、

桑原さんの事情により場所を変更します。20 日現在未定。 
  ・11/11 戸倉山（糸魚川）後日参加者集約        ・県連登山学校 参加者なし 
4．その他・労山カレンダー 県連理事会で 10 部注文     ・五十畑さん海外山行 日程紹介 

現在 谷口、鶴川、勝野、森高、古畑、尾形が購入希望 


