
 

 

 

 

山 行 報 告 

ネパールでは何が起こるかわからない 
【2018.10.13-----10.30】     五十畑 茂 

今回計画したのは、GHT（グレート・ヒマラヤン・トレイル）

と言われるネパール・ヒマラヤを西から東に横断するルートで

6,000m の峠を越えるルートです。その中でエベレスト街道のティ

ンボチェからチュクンを通ってシェルパニコルを越え、マカルー

BC へ抜ける長大なルートです。全行程 21 日と長いので何が起こ

るのか予想がつきません。 
【10/13】カトマンズ国際空港着。相変わらず車の渋滞がひどいが、法律でクラクション規制されたの

で、意外と静かだ。 
【10/14】国内便でルクラまで行くが、現地の天候が悪いとのことで途中のラメチャップに着陸。離陸

３０分後に何もない空港に着陸。しょうがないので近くのロッジを

探す。 
【10/15】今日はなんとか飛べて、昼

前に無事ルクラに着陸。ここからは馴

染みのエベレスト街道を歩く。 
【10/16—10/18】モンジョ (2,800m)
…ナムチェ(3,440m)…ティンボチェ

(3,815m)…ディンボチェ(4,327m)。７年前の久しぶりのナムチェの変わ

りぶりに驚き、家も３、４階のしっかりした石作りになっていた。ティ

ンボチェの僧院は全焼したが、すっかり再建されていよいよヒマラヤといった風景が美しい。アマダ

ブラムと正面にエベレストも見えてくる。そろそろ高度の影響が出てくるころだが身体の調子はいい。

高度順化のためエベレストビュー・ホテルに行って見たが霧

がかかって何も見えない。 
【10/19】ここからエベレスト街道と別れてチュクン(4,700m)
に進む。少しずつ高度を上げていく。世界でも最難度の壁と

言われているローツエ南壁の迫力が凄い。ここのロッジが今

回の最後で、この先はテント泊になる。 
【10/20】アイランド・ピークへ登攀するルートと別れて、氷

河が溶けてできたイムジャ湖を通り平らなアンプペディのテ

ン場にて幕営する。もうこの辺は水が凍っているので氷を割
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ってきてガスボンベで水を作る。空気が乾燥しているので余計寒さが

感じられる。まだ高度の影響は感じないが食欲がなくなってきた。

(5,300m)【10/21】今日はアンプラッチャ峠を越える予定。岩の多いガ

ラ場をゆっくり登っていくが息が切れる。ここでガイドが突然登れな

くなるアクシデントが起こる。どうも昨夜のテントで風と寒さで肺を

やられたらしい。結局、途中の岩場でテント泊になる。(5,446m) 
【10/22】朝のうち３人のうち１人は頭痛で下山して行った。残りの若

手ガイドがフィックス・ロープを張っているので、具合の悪いガイドを置いて、先に峠まで登る。 
アンプラッチャ峠(5.800m)からはこれから先のルートが見えては

るかにシェルパニコル方面からマカルーへの長いルートが望まれ

る。さてここでどうするか思案のところ。ここから先は、電話も

通じず、ヘリのレスキューも来られないので、万一体調不具合で

動けなくなった場合、戻ることができなくなるので残念ながら撤

退することにした。 

京ヶ倉山  10/13  杉 田 

私は初めての京ヶ倉登山でした。お天気に恵ま

れて、気持ち良く歩き出すことができました。か

ごの中はズッシリな様子。これは間違いなく松茸

が生えてるぞ！！と思いキョロキョロしながら

歩きました。でも、レンジャーの方が見回ってい

て、キノコ摂りはあきらめざるをえませんでした。

松茸らしきキノコ、発見することはできました

よ！！ 山の上はとってもよい天気で、360 度見

渡すことができました。北アルプスの山々も遠く雲の上に顔を出していて見えました。毎回、諸先輩

方に山の名前を教えていただけるので嬉しいです！ありがとうございました！  

地図読み講習に参加して  10/21 参加者：岡田、中村、黒岩、森田高                

岡 田  
先月、県連主催の地図読み講習に参加させていただきました。ま

ずは、自分のいる位置を知り整地をすることが大事だと教わりまし

た。目的物や地形から自分のいるところを想定し、地図で確認する

ことは慣れていないと中々できず、古川さんに教わりながら実施し

ました。いざ迷うと今、自分がいる所がわからなくなってしまうの

で、普段から地図やコンパスを使い慣れておくことが大事だとわか

りました。しかし、もうすでに忘れかけているのでまた復習し、い

ざというときに使えるようにしたいです。ありがとうございました。 



中 村 
普段からコンパスは持ち歩いていても、ちゃんとした使い方を知

らなかったので，今回の講習はとても勉強になりました。コンパス

は方角を見るだけでは無く色々な使い方があるという事も知りまし

た。一度習っただけで分かった気にならず、いざという時に使える

ように繰り返し練習する必要を感じました。 
黒 岩 

地図読み、コンパスを使用する事は難しかったですが、講習を受けてみて今まで地図読みもできず山

に行っていた事が怖く感じました。とても勉強になった講習会でした。 

鉾岳（宮崎県）･･･  10/27 有岡＋６ 

宮崎の山仲間６人で、当初は阿蘇

に行く計画であったが、強風の予報

が出ていた為に、集合場所で皆さん

にお諮りした結果、西風の影響を受

けにくそうな鉾岳に変更する事とな

った。私にとっては数十年ぶりの山

ではあるが、春のアケボノツツジが

すごかった思い出の山であり、紅葉も良いはずという思いもあった。

鹿川渓谷沿いを車で進む時は、紅葉はまだだね･･･という感じだった

登山口の鹿川キャンプ場に車を止めて 8:30 頃出発。登山道の案内も

ありわかりやすい。栗のイガが落ちてたり、柿が黄色く色づいてい

たりで、秋らしい風情がいっぱい。登山道を進み尾根道になり標高

が上がってくるにつれて、黄色・紅色があちこちに･･･谷沿いの道な

ので紅葉が綺麗だ。花崗岩のスラブが見える頃には、素晴らしい秋景色と岩峰に「すごい・すごい」

の歓声が上がり、秋を満喫できた一日でした。 

同行のＭさんのネパール報告も含めて楽しい山行となりました。 

風吹大池 10/27 参加者Ｌ横田、谷口、小山、森田高、古畑文、中村、岡田、菅沢、志形（初）   

よこた 
「若い人が多く、きのこもたくさん採れて楽しんでもらえ

て良かった

です。はじめ

ての方が風

吹大池を周

回した時、良

い景色が見

れたみたい



で『うわっー』て言ってました。年寄り連中は見飽きた景色で無言。このギャップが面白かったです。

来年も豊作でありますように。」 

 中 村  

生まれて初めてのキノコ取りでした。少しは自分でも見つけられるかな？と期待して参加しました

が現実はそう甘くなく一つも見つけられず他の方が見つけたキノコを分けて頂きました。風吹大池の

ほとりでキノコ汁を作って頂き、おにぎりと一緒に頬張ります。外で食べるご飯は最高に美味しいし、

楽しい！食後は大池の周りを周遊し、幾つも池があるのと広々とした草原がある事に驚きました。 
志形 賢 
 初登山は準備不足、運動不足が結構ありました。前

から登山興味があったので、少しは知れてよかったで

す。   
岡 田 

京都出身の私は、キノコ狩りというものに行ったこ

とがなくてキノコ狩り山行があると聞き、興味深々で

参加させていただきました。思った以上にキノコを探

すことが難しく、中々自分では探し出すことができな

くて教えていただいてやっと見つけることができまし

た。先頭を行く小山さんは本当にキノコ目のようにキノコを探し出され本当にすごいなあと感心しま

した。収穫したキノコを山頂でキノコ汁を作ってみんなで食べましたが、天然のキノコはとてもおい

しく 3 杯も食べてしまいました。天気もよくてとても景色もよく、満喫した一日になりました。あり

がとうございました。 

念願の鋸岳・鬼ケ面山・駒ケ岳縦走   10/28 宮島 

この山を知ったのは丸山晴弘氏の著書「山たび湯たび 山と

温泉はセット」の中に鋸岳の項目があり、いつかは縦走してみ

たいと念じていたが、新潟ミクシー山岳会の M 氏からお誘いが

あって登るチャンスが巡ってきた。前日は戸倉山の登山口であ

る「原の館」で料理を作

り宿泊。早朝雨飾山荘に

車で移動。 
朝６時過ぎに登山口

から出発しブナ林を抜け分岐の尾根に出る。ここで休憩し、急

峻な鋸岳に向かう。海谷山塊は凝灰角礫岩、砂岩、泥岩によっ

て形成され峻険な岩山が立ちはだかる。鋸岳からロープを頼り

に鬼ケ面山に向かう。ロープと鉄の梯子の連続で気を抜けない。

頂上には標識はない。ここから一端下り登り上げて二度目の登

頂となる駒ケ岳へ。大変な下山で下山口になる三峡パークに急降下。ロープを頼りに慎重に下る。と

くに落ち葉の堆積で滑るし、根っこが多く神経をすり減らした。下山口には午後５時１０分に到着。



車の回収に雨飾山荘に向かう。もう二度と縦走することはないと思うが、また行きたいとは思わなく

なるほど過酷であった。 
 

戸隠山行  10/3   

参加者 鈴木  谷口 古畑(文) 中村(聡) 岡田 細田 
中 村 蟻の塔渡りで有名な戸隠山。鈴木さんに

山行を企画して頂き、こんな機会でもない限り怖く

て行くことはないと思ったので思い切って参加し

てきました。 
この日は素晴らしい天気で絶好の登山日和。戸隠

神社奥社に向かう参道から、そそり立ったギザギザ

の戸隠山が見え、これからあそこに登るんだと気を

引き締めます。 

登り始めから急登続きでした。百軒長屋の大きな岩塊に圧倒さ

れます。蟻の塔渡りの手前にも高度感のある鎖場が何ヶ所もあり、

岩場をトラバースする所は特に慎重に渡りました。目の前の鎖場

に集中して進んでいるうちに ついに蟻の塔渡りに着いてしまい

ました・・。ものすごい高度感！戻りたくても戻るのも危ない道

だったので覚悟を決めて前に進むしかありません。鈴木さんがロ

ープを準備してくれている間に後続が 3〜4 グループいらっしゃ

ったので先に行っ

て貰いました。待ち

時間に観察してい

ると馬乗りになったり立って歩いたり、皆さん色々なス

タイルで渡っていました。 

私は2回ほど立ち上がってみましたが、やはり恐怖心に

は勝てず 4本足歩行で少しずつ進みました。先に渡りき

っていた細田さんと岡田さんにアドバイスして貰いなが

らなんとか渡り終えた時には心の底からほっとしました。

八方睨から先は飯

縄山方面の眺めが

素晴らしかったです。高妻山、黒姫山もよく見え、いつか登って

みたいと思いました。                       

戸隠山山頂でお昼ご飯にしました。お腹も満たされ、危険箇所も

終わり後は頑張って下るだけです。といっても結構アップダウン

があり危ない所もありました。下りは泥濘んだ急斜面が何ヶ所も

あり、転ばないように気を遣いました。一不動避難小屋から先に

長い鎖場が2箇所あり、濡れていたので慎重に下りました。道中、



皆さんにアドバイスして頂き、怪我無く無事に行ってくることが出来て感謝しています。 

いくババ 

前日、蟻の塔渡りの動画を見たせいか、怖さが先立つ出発となる。戸隠奥社までは気持ちの良い参

道を行く。最後の階段で息が上がる。ところがこれからが急登の始まり。高度を稼げるのはありがた

いが、とにかく急登が続く。所々から見える戸隠山は切り立った岸壁に見え、あの上を歩くのかと気

持ちがざわつく。最初の鎖場を経て百軒長屋に。ここでお地蔵様に登山の安全を祈願する。ここから

鎖場が連続する。特に右上部へトラバースする鎖と胸突岩の鎖場は慎重に登った。蟻の塔渡りを眺め

る。先行く人が難儀しながら越えて行く。鈴木さんがロープの用意をしてくださる。ここを反対から

降りてくる人、後から来た若者に先に行ってもらうが、かなりの待ち時間となる。渡り開始。最初の

起立には緊張が走る。張ってくださったロープに簡易ハーネスを繋いでみるが返って怖さを感じ、自

立して三点支持をしながら渡って行くことにした。足元に怖さを感じるが、足場とバランスだけに集

中して渡った。皆が頑張って渡りきると安堵感が広がった。八方睨みからの飯綱山裾野の景色、渡っ

て来た蟻の塔渡りの絶景は忘れられない。昼食は戸隠山山頂にて取る。時間が押しているので早々に

下山開始。一不動へは急坂を下るので気が抜けない。特に一不動からは石ゴロの下りと長い二つの鎖

場があり時間がかかった。牧場入口に辿り着いたのは 4時 40 分になっていた。今回の山行は岩トレの

おかげで無事に終えられた。 

文 子 

怖いからと一度は諦めた戸隠山でしたが最初で最後のチャ

ンスだと思い参加を決めました。登山道は急登で高度を稼ぎ

ぐんぐん稜線が近づきます。その後も鎖場の連続です気が付

けば蟻の塔渡でした。Hさんを先頭に Oさん、Nさんはザイル

無しでひょいひょい渡って行きましたが、私は S さんが張っ

て下さったザイルを頼りに安全第一で這って渡りました。無

事に渡り切り、Oさんとハイタッチ「やったね」戸隠の神様あ

りがとう。最初で最後と思って登った戸隠山は又来たいと思

える魅力のある山でした。   

岡 田  

戸隠には登ったことがなかったので興味があり鈴木さんに誘っていただいたので、参加させていた

だきました。蟻の塔渡りは、跨ぐか四つ這いで渡る人が多いと聞いていましたが、私は立って行こう

と思っていました。しかしいざ立ってみると岩壁でそそり立っていたので、やはり立って歩くことは

怖くて四つ這いで行きました。先頭を行く細田さんが色々とアドバイスを下さったので、無事になん

とかたどり着くことができました。山頂に着いた後は、もうこれで下りだからと大丈夫と安心しまし

たが、下りも川の側を通り岩が濡れていたので何度も転びながら下りました。岩を登ったり、降りた

りすることは、クライミングを少々やっていたので手と足の置く位置さえきっちりしていると大丈夫

だとわかりました。やはりクライミングはやっておくものだと改めて思いました。来年は、戸隠の西

岳や高妻山に挑戦したいです。ありがとうございました。 

 

 



駒ヶ根山岳会主催 戸倉山 焼き芋ハイキング  
11/4 菅沢 
大町労山 3 名、松本労山 2

名、駒ヶ根山岳会、 地球人

ネットワーク事務局の方な

ど、総勢 44 名の参加です。

その中には、フィリピン、タ

イ、ベトナムから働きに来て

いる方も参加されて、国際色

豊かな交流となりました。豚汁は好評で、３杯食べたという若い女性もいました。戸倉山は、登山口が工事

中のため仮登山道が設けられていて、転がり落ちそうな急登の階段がいきなりありましたが、その後は、歩

きやすい道が頂上まで続き、初心者の人も安心して登れます。下りで見た紅葉

がほんとうにきれいでした。  

 

県連交流山行 11/4 辰野町 横川峡  
黒 岩 今年は横川峡です。集合場所の蛇石キャンプ場には天然記念物の蛇

石があります。川の中に蛇石があり、思ったより長くて綺麗な石でした。そ

こから林道を約 1 時間歩きます。紅葉を眺めながらみんなでのんびり歩きま

した。三級の滝までは少し登山道を歩きます。みんなで話してるとあっとい

う間に到着しました。キャンプ場に戻ったら、伊那山の会の方がきりたんぽ

鍋を振る舞ってくれました。鶏ガラからスープをとって本格的！美味しさに

感動でした！紅葉も素晴らしく、他の会の方とも交流できとても楽し

い山行でした。 
 

裏妙義山 11/17 参加者  鈴木・古畑(文)・細田 

いくばば 今回の山行、特に丁須の頭の登

攀は 14 日の岩トレの実践となり、かなり緊

張する事となった。というのも鎖にカラビ

ナを掛け安全を確保しながら岩を登るため、

手際の良さが求められるからだ。ロープで

確保していただいているとはいえ、自力で

登る事には変わりない。位置が悪くカラビ

ナが上手く外れないと本当に焦った。作業

は足場をしっかり確認して進めた。頂上に

着くと絶景が待っていたが、後から来る方

がいるので早々に降りる。高度感が半端ではないので、最初の一歩が

怖い。中間に降り立つとホッと一息ついた。装備を回収し、赤岩方面

に向かう。最初の難関はチムニー。約 20m の鎖を頼りに下降するが、



手が痛くなった。岩場を何回もトラバースし、また登り下りの鎖場を越える。降り積もった落ち葉で

足元が見えない箇所もあり慎重になる。三方境からはどこぞの庭園を散策しているような紅葉の色合

いにうっとりしながら下った。緊張あり高度感あり紅葉狩り付きで、天気にも恵まれ忘れがたい山行

となった。岩トレ、長距離運転、又岩場の介助 と鈴木さん、お世話になりました。   
古畑（文） 
裏妙義籠沢コースは大きな岩がゴロゴロの涸れた沢で、いくつもの鎖場を登り丁頭岩に出ます。岩

には鎖が付いていますが安全のため鈴木さんがトップで登りロープで確保してもらう。それでも怖い、

細田さんにハッパをかけられ、意を決して登る。鎖にカラビナを掛けて W の確保。鎖を握りしめ腕力

だけで身体を引き上げると一瞬宙に浮くが一歩登ればしっかりしたスタンスとホールドが有りほっと

する。５ｍほどでしたが喉がカラカラでした。3 人で 10 分ほど丁頭の頭に居ましたが怖かったです。

懸垂での下降も最後の所で宙ぶらりんになってドキドキでした。ここから先の縦走路は鎖場の連続で

す。最大の難所はほぼ垂直の 20ｍのチムニーです。左手で鎖を握り右手で岩を掴み両足を突っ張って

下りましたが。かなり体力を消耗しました。赤岩、烏帽子岩のピークは巻いて岸壁をトラバースしま

す。鎖に次ぐ鎖です。三方境に着いた時はほっとしました。わずかに残った紅葉に癒されながら下山

しました。    
 

五里ヶ峰 11/18  
参加者 Ｌ鶴川栄、谷口、尾形、宮島、津田、勝野、土田、志形、石

井、古畑文子、菅沢、中村、鶴川栄子 
ツッチー 
「再出発できる

か！！」久しぶり

で仲間と山に

行けました。

「苦節数年」変

形性膝関節症、

脊椎狭窄症、神

経性の胃炎な

ど、毎朝 7 種類

の薬を飲みながら参加させていただきました。 
曇っていた空も葛尾山あたりから晴、景色、五里ヶ峰での豚汁、あちこちからの差し入れでかえっ

て体重が増えた気がします。助けてくれた仲間の皆さん、ありがとうございました。 
順 子 

朝の曇り空が打って変わり、雲一つない青空の中、つづら折り急登を上がるとあずま屋に到着。こ

こからは、少し上り坂の歩きやすい木立の中を進みます。途中、かさが１５センチもあるジコボウ（誰

にも見つからずに大きくなった）をゲット。北から南まで一望できる頂上で、古畑さん宅のきのこ＋

ゲットしたジコボウを入れたトン汁に舌鼓。上りとは違う道を下山。ささらの湯に入り、楽しい 1 日

が無事に終了しました。    



10/16 以降の例会（11/6 & 11/20）報告 
１ 新入会員紹介  

  志形
し が た

 賢
まさる

 松川村 090-3966-1195 Ｂ 35 歳 

２、この間の山行等の報告             

①10/20 盗人岩：鈴木・岡田・森田高・中村 

②10/20～21 八ヶ岳（高見石～白駒池）：鶴川栄子＋6 
③10/21 入笠山（県連地図読み）：岡田・中村・黒岩・森田高                  
④10/21 岩菅山：鶴川栄・宮島・古畑文子・尾形 
⑤10/27 風吹きのこ山行： 

横田・谷口・小山・中村・古畑文子・岡田・森田高・菅沢・志形（9） 
⑥10/27 岩トレレスキュー第 2 弾（大町人工岩）：鈴木＋5 
⑦10/27 宮崎鉾岳：有岡＋5 
⑧10/27～28 鋸・鬼ヶ面・頸城駒：宮島＋10 
⑨11/3 戸隠山：鈴木・谷口・中村・古畑文子・岡田・細田（6） 
⑩11/3～4 天城山：鶴川夫妻（雨天中止）              
⑪11/ 4 県連交流横川峡：黒岩  
⑫11/4 伊那戸倉山いも鍋山行：勝野・石井・菅沢 
⑬11/４ 爺ヶ岳：横田 
⑫10/12～11/3 ﾈﾊﾟｰﾙＧＨＴ（ｸﾞﾚｰﾄﾋﾏﾗﾔﾝﾄﾚｲﾙ）：五十畑 
⑬11/10 盗人岩：岡田・横田・鈴木・谷口  ※11/10 山の歌を歌う会&11/11 戸倉山（糸魚川）中止 
⑭11/14 盗人岩：古畑文子・細田・宮島・鈴木・（古畑・五十畑） 
⑮11/17 裏妙義縦走：古畑文子・細田・鈴木           
⑯11/18 五里ヶ峰： 

鶴川夫妻・宮島・勝野・谷口・津田・尾形・石井・古畑文子・菅沢・中村・志形・土田(13) 
⑰11/18 仏崎から鍬の峰：横田 

  
３、当面の山行等とリーダー 

①11/25 県連気象講習：谷口・細田・五十畑 

②11/25 大町人工岩訓練（県連有志）：鈴木 
③11/29 西穂独標：岡田・中村・鈴木・細田・古畑文子  
④2/8～9 佐久送年山行&天狗岳：谷口・中村・勝野・根橋姉妹 
⑤12/15 光城山（避難小屋泊&ﾋﾞﾊﾞｰｸ訓練）：詳細未定 
⑥12/16 雪上訓練（ヤナバ or 五竜地蔵の頭周辺・県連一部ｺﾗﾎﾞ）：岡田・中村・鈴木 
⑦12/23 八王子山（18 切符で行く山）：北細野駅5:48乗車詳細別途  締切15日10or15名（ｷｬﾝｾﾙ不可） 
⑧12/23 赤岳：小山・谷口 
⑨1/6 杓子山（富士山を見る山） 
⑩1/19 新年会（但し県連理事会と日程が重なれば変更する）     

12～１月の雪山等で希望、提案お願いします。 

候補：烏帽子岳(上田)・湯ノ丸山・西籠ノ登山・東籠ノ登山・大菩薩嶺・両神山・那須岳・金峰山・浅間山 

湯ノ丸山・篭の搭山・根子岳・四阿山・瑞がき山・大菩薩嶺・編笠・権現・黒斑山ほかに前夜泊の山・ｽｷｰ 

 
３、小林さん追悼集原稿集約状況 現在元会員 4・現会員 11・弔辞 2集約 27 日に編集会議を行う  
       任意ですが、古い会員で、まだ出せていない方は至急お願いします。 
 

４、12/1 忘年会 ６時 台湾料理屋「皆
じゃ

宏
こう

美味
び み

（じゃこうびみ）」0261-23-7690  2980 円 

        現在十数名の申し込みですが、返信まだの方は至急お願いします。 

地図は http://map.bblog.biglobe.ne.jp/ap/maps/pl/36.49793827605849/137.8609138727188/16/ （大町駅近く） 
 

なお、11/20 例会前に、背負い搬送（ｽﾄｯｸ・ｻﾞｯｸ・雨具・ﾂｴﾙﾄ・120 ﾃｰﾌﾟｽﾘﾝｸﾞ・銀マットを使う）のミ
ニ講習を行いました  


