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大町勤労者山岳会

第 53 回
定期総会
成功裡に 終
わる

定期総会を振り返って
津田広一
活動報告の中で気になったことは、会員数に大きな変動はないが、年齢構成の中で 50 代の会員がゼロであ
るということだった。一般に中高年登山と言われるが大町労山については高齢者が大きな割合を占めている点
に危機感を覚える。友人の中にも山に登っている人はいるが、山岳会に入っている人は少ないので、まずはそ
のあたりから加入を勧めてみたいと思っています。
菅沢順子
昨年に続き 2 回目の総会ですが、資料の充実さに驚きます。総会は、ふだん感じていることなどもできる
だけ出して、理解を深めた方がよいと思います。司会に促され、意見が出てよかった。ただ、提案されたこと
が、時間の関係で深く話し合われずに、役員会へ委ねられたことは残念。会員 35 名中 21 名の出席、６０％の
出席率。来年は、１００％めざしましょう。
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宮原清和さん
私は 1952 年に鹿児島で生まれました。
小学低学年までは、家から１時間以上も離れた山奥に炭焼き小
屋があり手伝いもしていました。しかし、炭焼きでは生計が成り
丹沢

立たず その後、自生している榊、柴、樒（しきみ）や生け花の材
料を山で採って朝市などで売っていました。休みの日は父と山に入
り何時間も歩きまわって探したものです。
東京に就職し労働組合の結成に加わり、仲間と初めて富士山に登
りました。たまに東京近郊の丹沢などの山に登るくらいで、殺人事
件があった時に瑞牆山に登ったことは忘れられません。
仕事は京浜工業地帯の中小企業の町、大田で産業用の製品を作っ
ていました。主力製品は静電気除去装置、コロナ放電装置で、私は
コロナ放電装置を設計し、それを製作・製造したものを企業へ納
品・設置そしてアフターサービスにも出かけるという職場で、まさ
にモノづくりを地でいく仕事でした。
海外の山は、
大田ハイキングクラブの仲間と 1990 年にキリマンジャロ、1994 年にキナバルの二つだけです。
熱帯雨林から森林限界の中を歩きいろんな植生を見ながらの登山は最高でした。
安曇野に移り住んで 7 年目になります。家のすぐ上の山野（200 坪）を借りてウッドデッキも作りました。
岩や小石を掘り出し畑にしています。通りすがりの人が「何を作るんですか」など聞いてきます。すぐ上のリ
ンゴ畑の人が季節になると「リンゴを食べながらやってや」などの差し入れや、近くの店の人が「10 時だ。
コーヒーでも飲もう」と誘われたこともありました。渓流釣りも楽しんでいます。安曇野はいいですね。
数年前に脊柱管狭窄症を患い、100m 歩くのも大変でした。どうにか改善し現在は週に 5 回くらい 1 時間程
度の速歩をしています。この間、友人と近くの雨引山・鍬の峰・京ヶ倉・富士尾山・雨飾山等いくつか登りま
した。有明山頂から黒沢口へ降りるとき、膝の痛みが激しくなり倍以上の時間がかかり大変な思いもしました。
また、勝野さんに誘われて里歩きやマナスル山荘、駒ヶ根での交流会に参加させていただきました。海外の
登山でのリアルな話を聞くと皆さんの足元にも及ばないですが、お酒のお付き合いと、体の調子を見ながら山
歩きも楽しみたいと思います。皆さんよろしくお願いいたします。
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木曽駒ケ岳 2019・3/8 参加者 五十畑、細田、古畑、中村
古畑 文子
7 時前にバスセンターに着くとすでに切符を買う人の列。
その後も次々と車が入ってきました。始発前に臨時便が出さ
れ、私達は定期便の始発８：１５に乗る事ができました。ロ
ープウェイで一気に 2,600m の千畳敷に着くと、そこは白銀の
世界。そそり立つ岩峰と紺碧の空はこれ以上ない絶景でした。
新雪が 50 センチほど積もっていましたが臨時便の先行者の
おかげでトレースがあり、歩きやすかったです。八丁坂から
の急登も深いステップが刻まれ安心して登れました。1 時間
ほどで乗越浄土に出ると八ヶ岳、南アルプス、富士山が一望
できました。稜線も雪に覆われトレースが続き、歩きやすか
ったですが時折吹きつける強風が寒かったです。駒ヶ岳山頂はさらに強風で景色を楽しむ余裕はなく早々に山
荘に下り昼食後ゆっくり下山しました。乗越浄土からの下りは風もおさまり大パノラマを堪能しました。天気
も雪も最高の１日でした。
中村 聡子
晴天の土曜日、大勢の登山客で賑わっていましたが、バス、ロープウエイ共に臨時便が出ていて予定通りの
時間に千畳敷に着くことが出来ました。身支度を調え外に出ると真っ白い雪原を列をなして歩く先行隊、新雪
を踏みならしてくれていたのでロープウェイ 2 便組の私達は楽ができてラッキーでした。
先日の雪上訓練を思い出しながらアイゼン、ピッケルを使いカールを登りました。今回は雪面でしたが、

ツルツル氷や岩ミックスだったらカールの斜度を登り、下
れたか自信がありません。乗越浄土に着き、そびえる宝剣
岳を眺めます。訓練と経験を積めばいつか危なげなく登れ
る日がくるのでしょうか。存在感のある格好良い山でした。
稜線に出てからの眺めは素晴らしく 360 度絶景でした。頂
上での記念写真は強風で飛んでくる雪が顔に当たり痛か
ったですが、雪山らしくて良い経験でした。また季節を変
えて登ってみたい山でした。
細田 郁子
今期初めての本格的な冬山で、数日前からそわそわの状
態。今年は雪上訓練も参加が少なく自分でも自信がない。
まずロープウェイを降りて冬装備が甘かったかと後悔し
たが、持参の装備を最大限に使おうと考えを巡らす。外気
の寒さをひしひし感じ、やや緊張する。外へ出るとそこは白銀の世
界。見上げる千畳敷カールは空の深さと相まって素晴らしい。トレ
ースは付いていて安心して登れるが、冬靴とアイゼンの重さが足に
くる。
乗越浄土まではひたすら頑張る。みんな寒さと急な登りで口数が
すくない。時折見る宝剣岳は鋭く空に聳え立つ。晴れ渡っているが
風が強い。中岳を越え木曽駒ケ岳頂上はパノラマの絶景。しかし、
風が強過ぎて楽しむ余裕もなく下る。山頂小屋の前で昼食を摂って
一息着き、一気に乗越浄土まで下った。カールを下る頃にはやや風
もおさまり、南アルプスの全貌、富士山、見返る宝剣岳を堪能して
帰路に着いた。行き帰り臨時便が出てスムーズだった。
ヒヤリハットや危険個所
トレースがしっかり付いていたのと好天のため道迷いは無かったが、ホワイトアウトだと道幅が広いが故に道
迷いがあると聞いた。

大姥山（頂上表示看板１００３ｍ・おおうばやま） 2019・3/17 鶴川栄・尾形・宮島
宮島順一
第５３回労山定期総会前日の日帰り登山の下見に大姥山にでかけた。
昨年は雪のために断念したが今回は八坂の布川（ぬのがわ）峠に一台車を置き、登山口の大姥神社本宮下の駐
車場に向かう。駐車場から少し登ると大姥神社本宮に到着。ここからは岩稜の急登で鎖の連続。スリル満点な
登山道。反対側の信州新町左右方面からはなだらかな斜面で非対称な地形である。落ち葉の堆積で滑りやすく
慎重に頂上に向かう。頂上には東屋や案内看板が設置されておりＮＨＫ等の中継所のアンテナがある。このア
ンテナを設置したことにより旧大岡村地区のテレビの映りが改善されたと言っていたことを友人から聞いた
ことを思い出した。頂上では鶴川栄さんの山座同定に時間を費やし
眺望を楽しんだ。下山は工事用道路を一部歩いてから尾根を布川峠
に向かう。布川峠から鶴川栄さんの案内で故佐藤寛徳さんの生家を
訪ねることにした。少し下ると神社の鳥居が見え、先に進むと布川
集落が見え木の伐採の音が聞こえ到着すると一人のご老人が伐採を
していて佐藤宅の場所をお聞きする。この集落は全員が明野に集団
移転したそうだ。
少し登り返すと佐藤宅があった。想像以上に朽ち果てていたが、
ここで佐藤さんが生活していたことに思いを馳せらせた。周りには
福寿草がひっそりと咲いていた。
布川峠に登り上げ、その後「金熊温泉・明日香荘」で風呂につか
り栄さんの案内で広津集落を通過して帰途についた。
※ガイドブックでは１０００ｍ（おおばやま）と記載されている。

オーストラリア州タスマニア島

2019・3/1～3/8

鶴川ＥＩＥＩ
タスマニア島はオーストラリアの東部に位置する北海道
より一回り小さい州である。
人口は 52 万人。ホバート、ロンセストンの 2 都市で 32 万人
住んでいる。従って残りの面積に少しずつ散らばって住んで
いる。36％が国立公園や自然保護区。そんな中 3 カ所の国立
公園の山に登ったり、散策してきた。
セントクレア湖国立公園にあるクレイドルマウテン 1545
ｍに登ってきた。生憎の天気で山頂までは行けず途中敗退。
岩稜帯の山、玄武岩、花崗岩で滑らないが意外に手ごわさを
グレイドルマウンテン
感じた。次にフレシネ国立公園のハイキング。海に突き出た
店テン
半島で、火山岩で出来た峰々の間を内海から外海にかけて歩く。冷温帯雨林は日本とは植生が全く違う。海岸
でワラビーと出会う。信州人には山に登って海が眺められるのは最高の気分。マンスヒィールド国立公園では
シダの大木、ユーカリの高木 70ｍはある。見事だった。
今回は高所登山ではなかったが、日本の植生とは全く異なる植物やタスマニアデビル、ウオンバット（コア
ラ）、カンガルーなどの動物に出会えたこと、夢を終わりにせず、実現に向けて前を見て歩いたからこそ知り
得た世界です。

タスマニアデビル

山行希望・提案を遠慮なく出しましょう。ふだんなかなか山行に行
けていない会員は、時間を工夫しましょう。例会にもぜひ参加しま
しょう。講習会・訓練にも「私はいいよ」と言わないで、積極的に
参加しましょう。労山会員でよかったといえる会にしましょう。

瑞牆山

2019・2/24 参加者 鈴木、細田、五十畑、中村、古畑文、菅沢、仙波、勝野、尾形、谷口

仙 波
憧れの山だった瑞牆山。岩山なので夏にと思っていたが、
ゆっくりペースというので参加する事にした。しかし、直前
に送られてきた計画書では、ほぼ標準コースタイムだったの
で、私には無理かなと思い、キャンセルするかずい分迷った。
ドタキャンはしたくなかったので、“ゆっくり”をお守りに
して参加した。ネットで調べた登山道の直近の状態はよく判
らなかったが、天候は良かったし、何とかいけると歩き始め
た私はすぐに後悔した。先頭を行くＫさんのペースが何時も
の里山より遙かに速いのだ。ベテランは里山と高山では違う
のだと思い、そのペースに着いて行くＳさんもやはり若いな
あと思った。この時点で私の山への期待感は遠のき、悔いだ
けが残った。
マイナス気分を払拭できないまゝ、初めての氷と岩のミッ
クスという道を何とか助言をうけながら無事山頂に
達した。山頂も周囲の岩々も大好きな景色なのに、い
つものように心が晴れなかった。
下りは細心の注意を払って歩けば大丈夫と自分
に言い聞かせて 3 分の一くらいだろうか、木の根と岩
と氷という三重苦の所で、いつもと違う脚への神経の
使い方をしているせいか、疲れが出てきたなと思った
時、そのスキをついて魔の木の根にアイゼンの爪を引
掛けて前倒し、胸を強打した。顔もヒザも無事だった
のは、両手が空いていて力が分散されたこと。ストッ
クが邪魔な地点でＯさんが預かってくれて、そのまゝ
になっていたのが幸いした。
「あゝ、迷惑をかけてしまった」と思っているとこ
ろへ、どこからか「時間が押している」という声。（私
の為に遅れている。急がねば…）アイゼンなしで氷と
岩を歩くには私の歩行技術は余りにも未熟で、今度は後倒し、前後転倒のお土産付となった。
その後、風の便りにＡ子さんが「私が仙波さんの年（75）になっても歩けるかなあ」と帰りの車中で話
していたと聞き、ずっとへこんでいた心がふくらんできて、心配やら迷惑をかけるけど、もう少し、労
山の会員で居させてもらおうかなと思った。自分の体力と技術を文字通り身に沁みて知ったという点で、
有意義な登山だった。

鷹狩山

2019.3/16 参加者 勝野・小山・古畑・鶴川栄子・宮原

宮原 清和
雪の朝、鷹狩山山行に変更 （3 月 16 日）
朝目が目覚めると雪が積もっている。おにぎりをザックに入れ雨合羽も
取り出しやすいところに入れ、7 時過ぎに勝野さんの家に到着。
大姥山行中止のメールに勝野さんが気づくのが遅れ、連絡前に私が家に
着いた感じだ。勝野さんが何人かに連絡してくれて鷹狩山に登ることにな
った。途中で鶴川栄子さん宅に寄り交流会の具材などを積み込み 3 人で登
山口に着いた。小山守彦さんと古畑孝信さんも来てくれて、9 時 20 分に出
発した。二人並んで歩ける山道をしばらく歩くと開けた場所があり廃屋が
あった。汗をかいてきたので分岐点で小休止し服を調整、展望がいい左側の稜線コースを歩いた。最近、伐採
し植林したみたいで向こうの山も同じようにすっきりしている。ふと見上げると少し先にカモシカがこちらを
見ている。そこに行ってみると斜面を下って行ったみたいで見当たらない。よく探すと向こう側の斜面をゆっ

くり歩いていた。目視はできるが、カメラで覗くとどこにいるかわからない。シャッターは押したが自信はな
い。（ようやく判別できる写りでした）
雪が少し残っていたが歩くのに差しさわりはない。たまに、小山さんと小畑さんが立ち話をしていて離れて
しまうが、いつのまにか後ろについている。何回か舗装道路を横切るが登山道などの標識がないので「観光を
目玉にしているのに大町にちゃんとしてもらわなくては」など話しながら登る。
11 時ころ山頂に到着した。「鷹狩山山頂 1164ｍ」という標識があった。大きな建物や展望台があり、車で
も登ってこれる立派な道路があった。展望台に登るとかなり眺望はいい。あいにく天候が悪く大町市は見える
が、北アルプスは望めない。天気が良ければ美ヶ原や戸隠連山も見えるらしい。鶴川さんが「右手の稜線を歩
けるといいねー」と言うと、舗装道路なんか歩きたくないよと誰か言っていた。後で調べたら「鷹狩山・霊松
寺トレッキングコース」があった。鷹狩山から霊松寺まで 50 分となっている。展望台で、軽く昼食をとり記
念写真を撮った。展望公園に「恋人の聖地」というハート形の金属モニュメントがあった。ここの公園にはラ
イブカメラがありネットで見ることもできる。同じコースを下って行くとき、二人の男女に会い「上に恋人の
聖地がありますよ」というと「私たちは兄妹です」と笑って返してくれた。この木は「うり楓」だとか「ソヨ
ゴ」だとか、またこの木は薪ストーブにいいなど話しながら下り、13 時ころ出発点に戻った。小山さんと古
畑さんは家に帰り、他の 3 人は「上原の湯」に行って汗を流した。250 円と安い。尾形さんとここで合流し、
ザ・ビッグで交流会の買い出しをして 4 時過ぎに大町山岳総合センターに着いた。既に交流会の準備が始まっ
ていた。6 時ころ谷口会長も到着して楽しい交流会が始まった。

小山守彦
２０代から山を登り始めて半世紀以上になる。
私と行動をともにしてくれた思いで深い山道具を紹介します。
アイゼン、筒、ロックハンマー、ジブルレッタ山スキーなどはもう使うこともない道具になってしまいまし
たが、古くなった人間を新しい道具が、山を卒業するまで力になってくれるでしょう。えいえいおー !!

機関紙部より
2018 年度から機関紙部の担当を引き継ぎ何とか 1 年発行できましたことは、会員皆様からの沢山の山行
報告が寄せられた結果だと感謝申し上げます。
次年度も引き続き鶴川が担当させていただきますので、宜しくお願いします。2019 年度は山行不参加会
員の声も載せたいと考えています。今、山に行っていなくても過去に登った山の思い出話なんかを寄稿し
て頂けたらといいなと考えています。
機関紙への投稿はＰＣ（ワード）及びメール本文に直接打って下さってもよいです。
※ 山に行った写真 2 枚（必ず）
※ 1 山行で多数の感想は簡素化して下さい。
※ 機関紙部での印刷渡しは 1 部 100 円の有料化となりました。

