
 

 

 

 

 

 

 
 

２０１９年 あけましておめでとうございます。 

今年も安全登山をよろしくお願いします。大町勤労者山の会 会長  谷口伸二 

年末寒波で大雪か？の予報は大はずれで、今年も穏やかな少雪の天気が続いています。幸いこの正月

は遭難事故の報道も少なく、こちらも穏やかに過ぎようとしています。 

昨年は若い会員も増えました。高齢者が多い会ですが、「里山登山」「山の歌をうたう

会」など皆が参加できる行事もやりながら、高嶺を目指す山行や、県連の登山学校、

会での岩トレや雪上訓練、地図読みなど、技術と知識を身につけて積極的に山へ行

きましょう。 そして、「安く、楽しく、安全に」を合言葉に全員で活動しましょう。                       

 

新入会員紹介   若い新入会員をみんなで歓迎し、育てよう 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2018/12/23 18切符で行く八王子城址歴史ハイキング 

参加者…宮島、勝野、津田、村上、鶴川 2 石井、菅沢、根橋、菊池 

VOL.2-NO9 201９ 1/23 大町勤労者山岳会 

初めまして、志形 賢（しがた まさる）といいます。 

昭和 58年生まれで現在 35歳です 

34 年間大阪で暮らしていて、転職を機に大阪以外で探してみようと

思い、長野にきました。この会に入ったきっかけは、山登りをした

いと話していた時に谷口会長の事を聞いたので、会ってみて初心者

でも訓練等もあると聞いて入りました。 

せっかく長野に来たので自然を中心に楽しめたらと思っていま

す。興味があるのは山登り、スキー・星（阿智村の日本一の星は一

度みてみたいです）・スキーシーズンオフの時に乗馬してみたいと

か、社会人になってからテニスをしていたので松川村のコートでも

会社の人と月何回かしたりして、いつもお世話になっております。 

まず、この会に入って２回登ったんですけど、普段経験しないよ

うな事（景色、磁石の知識等）が新鮮でいいなと思いました。若い

割には登ったら少し膝が痛くなったりしたので、少しは鍛えないと

と思いました。 

 

菊池 新（あらた） 

お世話になります。労山に入会さ

せていただきます、菊池 新です。 

体を動かすことが好きで、休みの

日はランニングなどをしていまし

た。登山にも興味があり、入会させ

ていただくことになりました。まだ

漠然とした思いの中での入会とな

り、登山したい山はありませんが、

会員の皆様との親交を深めていき、

いろいろな登山できればと思いま

す。口数が少なく口下手ですが宜し

くお願い致します。 
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菊池…八王子城址歴史ハイキングですが、ガイドさんがつい

ての登山となり、いろいろと勉強になることもあって良かっ

たです。ただ、道中列車旅では内気な性格もあってなかなか

皆様との会話ができなかったので、口下手ではありますが、

少しずつでも話せるようにしたいと思います。 

石井…年に 1 度の青春切符の旅列車の中で様々なお酒を頂き、

歴女ならぬ「歴おじ様」の舌も絶好調の八王子城址の歴史旅

を楽しみました。 

村上…1２年ぶりの青春１８切符の旅でしたが、少しアルコー

ルも入ってわいわいがやがやの会話に気づけば高尾駅に到着。

目的地八王子城跡はきちんと整備され、日本百名城にふさわ

しくなかなか見ごたえのある城跡でした。お昼は美味しいお

汁粉をいただき帰路につきました。帰りの電車は暖房効きす

ぎ暑かった。 

根橋…八王子城址の広さと高さに驚きです。城址だという事

で気楽な気分でしたが結構な山道でした。ガイドさんの歩き

の早さに必死でついて行きました。ガイドさんの熱意にやや

押され気味？。行った人のみが知る楽しさでした。とにかく

口を動かし（飲食だけではありません）。身体を動かして、

それはそれは賑やかい珍道中。「仲間と行く山歩きの魅力」

をたっぷり味わった一日でした。 

菅沢…八王子城跡は、心霊スポット？。ぜんぜん違う雰囲気で、家族連れやグループが頂上でにぎやかに昼

食を摂っていました。規模も大きく、八王子神社までは 40 分、本丸までは、もう 1０分ほどかかります。お

いしいぜんざいにほっこり。ここを残してくれた家康に思いをはせた一

日でした。合掌  

                              

2018/12/24 坂城町 鏡台山   

参加者 鶴川 2、宮島＋4 

鶴川ＥＩＥＩ…連日の行動で装備もいい加減で我が家を出発。筑北の

48 曲がり周辺の山々は雪景色。対面に見える五里ヶ峰の山も白一色。

目的の山、鏡台山はその奥。登山口は積雪 3～4㎝。いきなりの急登。

落ち葉と雪が登山靴に付き、歩きづらいし寒くて鼻水タラタラ。ストッ

クなし、アイゼンなし。ここが一番の難所という急下降が垂直に近く

50ｍ程まっしぐらに下に向かっている。ロープや木に掴まって下る。や

れやれです。後は意外と簡単に頂上に到着。あちらこちらの干し柿を頂

く。寒さの中で簡単なお昼ご飯・・・。雪雲が迫って来ていて展望はい

まいち。足早に下山、難所の登りも木に掴まり登る。ちょっとスリルを

味わった山でした。 

 



2019/1/6久しぶりのアイス（善五郎の滝） 参加者：鈴木、細田、五十畑 

五十畑 茂…松本市波田体育館駐車場で 7:30に待合わせて、

鈴木車に相乗りして乗鞍高原スキー場に向かう。１時間ほど

で乗鞍高原の観光センター駐車場に到着。しかしゲレンデは

まだオープンしていないので善五郎の滝駐車場に行く。駐車

場からアイゼンを装着して善五郎の滝までは１５分ほどの雪

道で、下りはアイゼンがあったほうが安心。滝はほぼ凍って

いるが、中央部が割れていてかなりの水が勢いよく流れて水

量も多い。そのため横から少し登るが水のしぶきがかかって

濡れてしまい登れない。しょうがないので右の小さな滝を登

ろうとしたが、つららの塊がもろくてバイルを打ち込むと氷

が割れてしまう。トップロープを張ろうとして、鈴木さんと

右側から高巻きをしたが上部が崖になっていて上に上がれない。やむを得ないので滝の下部でアイゼンとア

イス・スクリューの練習をして休暇村駐車場に登る。レストハウスで昼食をとって、私と鈴木さんはゲレン

デでスキーをする。細田さんはここからスノーシューでスノーハイキングをして 15:00 に駐車場に戻って帰

宅。天候に恵まれたのはよかったが、温暖化の影響か滝の全面凍結にはまだでした。  

 

2019/1/4 杓子山(1598m) 参加者 谷口、尾形、宮島、津田、勝野、石井、細田、菅沢、中村 

宮島…「のびのびと裾野を広げる雄大な富士山の姿が

目の前に！！！」 

参加者９名で安曇野 IC より高速に乗り、一宮御坂

IC で高速を降りる。鎌倉往還を通り不動湯経由で悪路

の林道をゆっくり通過しゲートがある登山口に向かう。

登山口に８時４０分到着。登山口駐車場から松の樹林

帯こしに富士山がクッキリ大きく眺望できる。登山道

を登り大権首峠に９時３５分、杓子山頂上には１０時

２４分到着。頂上から雄大という言葉では足らないく

らいの大パノラマを満喫。眺望は最高で北アルプス・

南アルプス・八ヶ岳連峰、河口湖、山中湖等の眺望が

できた。頂上には食事するにはちょうど良い机もあり皆で早い昼食をとった後、１１時２３分下山にかかる。

結構きつい下山道で転倒に気を付けながら、途中のビューポイントで眺望を楽しみ、分岐に 12時５７分に到

着。林道にでた後、約２０分歩き登山口駐車場に１３時３３分に戻った。その後「山中湖温泉・紅富士の湯」

に向かう。野天風呂からの富士山の眺望も太陽光の変化により最高であった。快晴の富士山を楽しんだ一日

であった。 

菅沢…寒い朝、２台の車で登山口へ。雪もなく、車は、くねった道を標高を稼ぎながら上っていきます。天

気は晴天、これ以上ない天気です。到着後、しばらく林道を歩き、登山道へ。少しづつ急になり、根や段差

もありますが、雪がなくてよかったです。途中から見える富士山がきれい。急登の階段を上ると頂上です。



１時間半ほどで到着。なんと、富士山がすそ野まで、すべて見えました。感動です。ずっとここにいたいく

らいです。年の初めにすばらしい富士山が見えて、今日登った人はラッキーでした。頂上でゆっくりした後

はコースを変えて、降りることになりました。途中までは、なかなか急な下りで、ほこりが立っていました。

分かれ道がいくつかあり、林道に出てから登り返しましたが、車が見えてくるまで間違いではと、少し疑っ

ていましたが、谷口さんは、正しかった。谷口さんお勧めの紅富士温泉で入浴。お風呂に入りながらにして

富士山が見えます。富士山にごっそさんは、ありません。何回でもいいですね。また、行きたい山です。 

 

2019/1/13 水ノ塔山・東篭ノ登山  

 参加者、谷口、五十畑、細田、中村 

今回のルートは、春、夏期に歩いた事はあったが、冬期は

初めてなので、雪とトレースの状況が分からず、アイゼン、

ピッケル、スノーシューやワカンの装備も整え松川道の駅を

出発する。天気は良好でアサマ 2000スキー場も快晴。高峰温

泉に登山道の状況を確認するとアイゼンの他はなくても大丈

夫の感触。アイゼンの他は車に置いていく（五十畑さんはピ

ッケル携行）。この所の少雪のため、つぼ足でもあまり沈む所

もなく、無風快晴で水ノ塔山・東篭ノ登山山頂では、ゆっく

り休憩し、浅間山・富士山・八ヶ岳・南アルプス・北アルプ

ス他の 360°の展望を堪能。林道経由で登山口に予定より 1

時間 20分も早く到着して、高峰高原ホテルの展望風呂に入浴

後帰路につきました。 

 

 

 

 

2018 印象に残った山         2019 行きたい山（続） 

 

五十畑 

 

 

妙義・鹿岳（妙義には魅力ある岩山が多くあり 

これからも行きたい。）小川山左稜線（小川山の岩場では７

ピッチで一番長いマルチのルートで登り甲斐がありす。 

剣岳八峰、海谷山塊、明星山 

 

 

 

菅 沢 

 

今年は、初めて登った山が２０余り、来年も登ったことのな

い山に行きたーい！ 特に印象の会山行は、美ヶ原焼山沢コ

ースの滝の素晴らしさ、頂上での眺望に里山の良さを再発見

（虚空蔵山、高社山、京ケ倉、戸倉山、五里ケ峰、雨引山） 

 

北岳、餓鬼岳、鳳凰三山、乾徳

山、金峰山、涸沢、鉢伏山、鉢

盛山。 1 年でも早く、足が老い

ないうちに。 春先から少しず

つレベルアップできるような

山行ができたらいいです。 



お知らせ 

１、３月 17 日（日）

が総会です。前日山行

と山岳総合ｾﾝﾀｰでの

懇親・宿泊 

２、総会までに『ごん

ぞ』を発行予定です。

2/10原稿締切です。山

にかかわることなら

何でもオーケー。原稿

は谷口会長まで。 

３、遭難対策基金の変

更があれば、今月中に

谷口会長まで。 

杉 田 

 

 

 

２０１８年あまり山行に参加できなかった私ですが、印象に

残ったのは京ケ倉登山でした。きのこが豊富なのに人が見回

っており、お預け状態でした。でもキノコを見ながら歩くの

は楽しかったです。 

 

 

 

 

仙 波 

 

冬 2 月雨引山（夏ならスリルの岩場が凍り、ロープを雪か

ら引きだして息をつめて下りた） 春 4 月角田山（標高ゼ

ロからの山は初めて。カタクリ満開） 

夏 7 月有明山（思ったより変化があり、また行きたいと思

った）8 月蓮華温泉～白馬乗鞍岳（大池の畔でのんびりして

心がほどけていった） 8 月船窪小屋～北葛～蓮華～針ノ木

小屋（膝のリハビリ集大成としての縦走。時間はかかったけ

れど心温まる出会いがあり楽しかった） 秋 9 月硫黄岳～

松の目平（ゆったりのんびりでオーレン小屋の「馬肉のすき

やき」に舌鼓をうち、八ヶ岳の苔に癒された）10 月編笠山

～権現岳（ギボシの岩場が面白かった） 

安達太良山（福島の友人と） 

蒜山・大山（岡山の兄を訪ねて） 

武奈ヶ岳（滋賀の友人と） 大

台ケ原山・徳島剣山（帰郷の途

上で） 白馬三山（シニアペー

スで）白山など登りたい山は山

ほどあり、一年でも早く、雲の

平辺りまで足を延ばしたい。 

鈴 木 2018 年の山を振り返って 

 2018 年の山行は 39 回、泊を含めて 45 日になる（雨天中

止は別にいくつもある）が、その３分の 1 が岩トレを中心と

した訓練関係だったのが、これまでと大きく違った。また、

山スキーやスノーシュー、アイス・バリエーションがきわめ

て少なくなっている。毎月２〜５回の山行になるが、ほとん

どが県内で、県外でも群馬や新潟・山梨など、近隣の山への

日帰りが多い。若いときに行ったきりで、もう一度と考えて

いた大キレットと五竜からキレット越えでの鹿島槍も単独

でゆっくり山行をと考えていたが、天気と休みの関係で行け

なかったのが悔やまれる。はじめての山もあるが何回も登っ

ている山もほとんどが印象に残る山だったが、あえてあげれ

ば、残雪たっぷりで迷いそうになった頸城駒単独山行や飯縄

山・山スキー、何度目かの戸隠塔渡り、妙義（表・裏とも）

の岩とりわけ丁須ノ頭あたりだろうか。夏山は異常と思える

高温で疲れが倍増した。年々体力の衰えを痛感し、登りにな

るとスピードがぐっと落ちてしまう。マイペースで行くしか

ないが、ルートによってはパーティに迷惑をかけかねないの

で、よくよく考えなければならない。2019 年は二つのキレ

ットはなんとしてもクリアしたい。バリエーションはアプロ

ーチが短いルートでないと厳しい。仲間がいれば、明神岳東

稜、乗鞍善五郎の滝アイス、北穂東稜、山スキーにも行けれ

ばいいなあと思っている。 
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第18回
例会

雪崩講習
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総会
西穂
独標
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浅間
隠山

雪　崩

セミナー
（役員会）

雪上訓練スキー ｽﾉｰｼｭｰ 湯ノ丸山 天狗岳 中山高原・黒沢尾根・硫黄岳・雪洞づくり・雲取山 美ヶ原 ・白毛門 31
根子岳・四阿山・瑞がき山・編笠・権現・ほかに前夜泊の山　 北八つ雨池から麦草峠 安達太良山 平日山行（黒斑山）

ヤナバ雪洞泊

今年のシリーズでの掲載として会員の山道具はどんなもん！！どうして保管していますか？？ 

「私の山道具部屋」 

まずは「じゅんちゃ」から掲載していただきます！！！ 

長年、山にかかわっていると管理できないほど山道具が増え

困惑することがあるが、なるべく棚に並べたり衣類は衣装ケ

ースに長袖、ズボン、半袖、靴下、小物類等に夏物と冬物に

分類している。下着類は別ケースにパンツ、半袖、長袖、タ

イツ等に分類し、いつでも速やかに出せるようにしている。

登山に関するものには小物類が多く場所が取るのは否めない。 

私は多くの小物類、下着類、上着類等は自分の部屋に保管

している。また、部屋の外の階段下物置にはシュラフ（広げ

て３個天井から吊るしてある）、冬用のジャケット、冬用パン

ツ、キャンプ道具、登山靴等を保管、もう一ケ所の階段下倉

庫にはリックを壁に吊るしている。その他、以前に使ってい

たリックやスキー、その他現在使っていない山道具は土蔵の

二階に壁等に吊るしたりして保管しているのが現状。いずれ

にしても二つの階段下物置を占有していることに妻から苦情

があることはご想像の通りである。 

 

山行等、当面の予定 1/23 例会で、以下を確認しました。 

 

２月３日大菩薩嶺（ピッケル不要、1月中に参加希望）、７日の乗鞍アイス（体験・スノーシュー・スキーも可能）、10 日の四

阿山（ｽﾉｰｼｭｰまたはわかん、山ｽｷｰ可能）、13～14 日の雪洞泊体験（日帰り可能）、17 日の県連気象講習、23 日のみずがき

山は基本的に確定です。雪洞泊は、当初黒沢尾根予定でしたが、ﾔﾅﾊﾞｹﾞﾚﾝﾃﾞﾄｯﾌﾟまたは権現山周辺で行うことになりました。 


