
 

   

 

 

 

 

今年度も活発な山行を目指しましょう！！ 

たくさん、里山の計画ありますよ！！ 

山 行 報 告 

西穂高岳 独標 2019/3/20 参加者 鈴木、五十畑、古畑（文）、細田、中村 

 

古 畑（文）  天気は晴れ無風、3 月とは思えないほどの暖かさ。西穂山荘からの稜線上の雪も緩み安心して歩けま

した。独標の岩はしっかりしていて訓練の成果を試しながら登ると、あっという間に頂上に着きました。眼前のピラミ

ッドピークがカッコイイ！下りはロープを出してもらい懸垂で下りました。今回私が積雪期の独標に登れたのは天気に

恵まれた事と何回も訓練をしていただいたおかげです。ありがとうございました。  

中 村  お天気に恵まれて風も無く、春山を通り越して夏山並みに暑かった。長袖 Tシャツ 1枚で OK、手袋もしなく

ても良い位。ロープウェイを降りてから西穂山荘、西穂山荘から独標の取り付きまでは多少のアップダウンはあるもの

の危険な所はなく歩きやすかった。独標への登りは雪上訓練で教わった事を思い出しながらピッケルを岩にかけて体を

持ち上げたり、急な所はピックを雪面に刺して登ったりしてみた。下りはロープで確保して貰いながら降りた。他の登

山客はロープを使っている方と確保なしで降りておる方、半々くらいだった。万が一を考えると確保して貰えるのはと

ても有難いです。 

細 田  今回の山行で思った事は、山行の事前確認の大切さでした。

山行記録をブログ等で見てはいるものの、通り一遍の準備の仕方だったと

思いました。山の状況を知って自分で何が必要かを考えられないと、安全

で快適な山行にならないと思いました。ハーネスを忘れた事でかなり慎重

にはなりましたが、その分不安がありました。独標を降りる時、安全策で

ロープを張っていただきました。岩トレのカラビナ降下訓練が役に立ちま

した。今回は平日で混み合いませんでしたが、手早い降下準備が必要です。

天気は快晴、暖かく風は無し。雪を纏った山々が目前に広がる超絶景を惜

しみつつ、下山の途につきました。 
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 鈴 木  

久しぶりの雪の独標でした。山行予定日を一日早めて最高の天気に恵まれました。ロープウェーのダイヤの関係で、

時間を気にしながらの下山でしたが、歩きやすい雪の状態だったので十分間に合いました。独標の下りはノーロープで

も下りれなくはないが、安全策で 30ｍロープをダウンし、カラビナに

よるムンターヒッチで懸垂下降。女性たちも以前訓練していたので問

題なし。上で確保しながら一人一人下ろすことを想定していたが下降

器なしでの懸垂の実践になってよかったかもしれない。 

五十畑 

春は雪山入門に最適の季節です。天気が良い日の雪山は本当に気持

ちいい。講習や本の知識は実践でやってみて初めて身につくので、忘

れないうちに使ってみるのが早道です。 

 

角 田 山（新潟県） 2019/3/23  参加者 谷口、勝野、宮島、古畑（文）、中村 

山行報告…中 村 

松川を出発した時は曇りだった天気も道中霙交じりの雨に変わり、今日

はもう登山は止めようかと言う声も出ましたが、登山口近くまで来ると雨

が止み無事に登ることが出来ました。とは言っても風が強く、駐車場が浜

辺にあるので砂が飛んできてあっという間にザックの中は砂だらけ、ジャ

リジャリ砂を噛みながら身支度しました。 

皆さんから話を聞いて楽しみにしていた花は風と寒さのためか花びらを

閉じてうつむいていました。残念！曇っていても花見登山には関係

ないかと思っていましたが天気が良くないと花も生き生きしない

のですね。斜面一面に広がるカタクリ。閉じている花を眺めて満開

を想像してきました。山頂は広々として気持ちの良い所でした。こ

の日は終始風が強く冷たく、お昼ご飯を食べて早々に下山を始めま

した。途中寒くて厚手の手袋やネックウォーマーを足しました。下

山は灯台と海を眺めながらの気持ちの良いコースで山と海を一緒

に楽しめる良い山で

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 



雁田山 759.4M（小布施町） 20194/6 参加者 勝野、尾形、杉田、村上、根橋、古畑（文）、鶴川 

山行報告＆感想 

鶴 川 

 普段、山から遠ざかっている会員に向けた取り組みの一環として計画しま

した。 

勝野さんがメンバーを集めて鶴川が計画立案しました。雁田山は数十年前

に県連の女性員会で春の交流登山をしたところです。しかし、年月の経過で

山のコースは全く覚えていません。コース設定の段階で左右どちらを先に登

ったらいいかなと悩みました。とりあえず地図上のコース設定で計画

を練りましたが、当日は勝野さんの判断で急登は登りに使おうと逆回

りで登山開始。里山ながら結構な急登でしたが、絶妙な歩行配分で登

れました。春の風が冷たかったです。千僧坊からはアップダウンのコ

ースで展望園地まで山の稜線歩きでした。展望園地で待望のランチタ

イム。北信五岳の大パノラマを堪能しつつ、豚汁、お汁粉を頂く。時

間オーバーしたが、時間に余裕ありだったので気にせず・・・。スベ

リ山経由で途中「鬼のかわや」へ立ち寄るが石仏があり窪地になって

いるだけの場所。下山も意外と急下降でした。下山口からせせらぎの

遊歩道を 1 キロほど歩き、駐車場に着く。岩松院の天井絵を見学

し、あけびの湯につかり帰路に着く。 

杉 田 

7 人乗りの N さんカーにみんなで乗り込み、いざ出発。荷物も

沢山だったので車のなかはギューギューの大騒ぎ。シートベルト

をしめるのもテンヤワンヤでした！私にとっては、久しぶりの登

山だったのですが、里山マスターT さんが考えて下さったゆった

りプランだったので安心して臨めました。登山口に着き、登り始

めると、最初からかなりの急

登。燕以上かも。しかも岩が

沢山あるうえ、落ち葉も積も

っていて滑りやすいのでか

なり気をつけて歩く必要が

ありました。でも、ゆっくり

なペースで歩いていただい

たので、息切れはせず登りき

れました。その後眺めのよい

稜線を歩きましたが、不思議

な形の岩も沢山あり面白かったです。一番眺めのよい場所で昼ご飯にしました。先輩方が豚汁とお汁粉を手際よ

く用意してくださったのですが、そのおいしいこと。とっても元気になりました。おかげで、苦手な下り道も(や

っぱり、なかなか急でしたが)頑張って歩ききることができました。感謝感謝です。下りにはまだ咲いてはいま

せんが、カタクリもあちこちにみられました。全行程 4 時間程度の短いルートながら、変化にとんだ楽しい山行

でした。ありがとうございました。 

 



村 上 

安曇野ＩＣから小布施スマートＩＣ（小布施道の駅）を経て、登山口のある岩松院まで道の駅での小休止をい

れても 1 時間半程で到着。予定どおり 9 時頃出発、岩松院境内の左横から小さな登山口の表示はあるが、登山口

が不明、探すと熊ベルの標識があるところが登り口でした。 

岩だらけの道でとんでもない巨岩にビックリ。ところどころクサリやロープがあり、ひたすらほぼ急登の連続

でしたが，11 時半には展望園地に到着、北信五岳の展望を楽しみました。また「ま・み・く・と・い」と呼ば

れていることを知りました。早速にお昼ご飯となり美味しい豚汁、お汁粉、少々のお酒を頂きました。 

下りは急な場所もありましたが無事に登山口へ。そして、葛飾北斎・戦国武将福嶋正則・小林一茶ゆかりの古

寺・岩松院を拝観。天井絵「八方睨み鳳凰図」は 170 年経ってなお鮮やかな色彩でこちらを睨んでいました。 

近くのおぶせ温泉「あけびの湯」で汗を流し帰路につきました。 

 

横尾山（1818.1M）佐久  20194/7 参加者 宮島、津田、鶴川、菅沢、神津 

山行報告＆感想 

宮 島 

信州峠から樹林帯の中を進む。カヤトの尾根は平で展望がよい。特にここから頂上までの間が一部凍っており、

慎重に登る。頂上で眺望を楽しんだ後、少し下ったところで、鶴川栄が担いで来たお汁粉をいただき昼食をとる。

その後登山口まで凍っている登山道を慎重に下り無事下山。下山中は少雨。下山後、高登谷山登山口を確認のた

めに向かう。南相木温泉「滝見の湯」につかり帰宅。期待以上の良い温泉であった。 

ヒヤリハットや危険個所 

残雪が凍っており大変危険であった。二人は軽アイゼン持参していた。  

菅 沢 

まず、栄さん、運転ありがとうございました。車に乗っている方が長かった。お天気は、お昼ごろから下り坂の予

報。9 時 30 分出発、最初はなだらかな坂道から急登を登ると、1 時間程でカヤの平到着。そこから急な登りが続きま

すが、登山道が凍っていて四苦八苦。持参したアイゼンをつけてなんとか登りました。アップダウンを３～４回繰り

返し、11 時 10 分頂上到着。往復 4 時間の山というので、らくらく登れるのではとたかをくくっていましたが、調子

が上がらず意外ときつかった。頂上でいただいたお汁粉が疲れを癒やしてくれました。パラっと来た雨のみで、お天

気は回復。瑞牆山、金峰山も見えて良い山行となりました。 

津 田 

スキーもそろそろ終わり、久々の山行。登山道上部に残雪あり。下りにてこずる。ここで尻もちをつくとは！！ 

鶴 川 

登っていない山シリーズの一環として計画したが、瑞牆山の展望台で圧巻でした。奥秩父へ行くには、中央道経由

に比べ佐久から無料の高速が伸びているので利用価値があります。 



霧訪山（塩尻市）2019/4/7 参加者 細田 

前回娘と行ったコースを一人で登ってみることにしました。駐車場の近くで

は水芭蕉が咲いていたり、カタクリもちらほら見えましたが、山頂付近、大芝

の花はまだまだでした。展望は雲に阻まれあまり良くありませんでした。 

今年は雪が少なめでしたが女坂は雪と氷がありました。洞の峰で標識を見落

として直降。標識まで登り返しとなりました。洞の峰からはトラバース気味に

下りますが、落葉で道が不明瞭でした。周回ができるコースなので、花の時期

に再び挑戦します。なかなか良い経験になりました 

ヒヤリハット 

標識の見落としで直降してしまい急坂を登ることになった。迷った時はわか

るところまで戻ろうと思い、標識まで戻ることができた。里山で、送電線が

ある所は巡視路も立派なので気をつけなければと思った。 

 

つっちー（土田幸男さん）の引き出しシリーズ 

    として今月号から連載  
少 年 時 代 

私が生まれたのは１９４９年（昭和２４年）で、まだ「埼玉県北足立郡与野町」と呼ばれていました。ちなみ

に与野市になったのは小学校３年のときでした。本町通りを中心に北から小村田、上町、仲町、下町。仲町の東

側に大和町がありました。 

 本町通りは賑わっており、通りから家までの間は市が立つために１５ｍくらい空き地になっていました。また

東京方面から来る人に屋号が見えるよう、通りに平行した家でなく、通りの北側が道に近く造られた、いわば「ハ

の字」形に建てられていました。 

 春には本町通り沿いに桜が咲き、夏はお神輿が通りを練り歩き、夜店も出て賑わい、暮れには「酉の市」が立

ちました。浦和の大田窪に住み、浜田精機に勤めていた大迫憲三氏（１９３７年生まれ）と話していたところ、

「おれは１９５３年に浜田に勤めるようになったけど、本町に住む友達の所に行ったら賑わっているので、こっ

ちにも駅があると思った」と話してくれました。私が４歳の頃にあたります。 

 私は「下町」に生まれました。南は巽通り、西はバイパスを越えて浦和の神田と接し、北は本町通りの「与野

フードセンター」（今はありません）辺り、東は霧敷川（今は鴻沼川）に囲まれた比較的広い町内です。 

 家は本町通りから西へ一軒おいた奥にありました。昔の納屋を三分割し東と西にそれぞれ一家族、真ん中は昔

のまま納屋で農機具が置いてありました。私たちの家はその東側でした。 

 家から西へ１０ｍも行けば初夏なら青い麦畑、秋には黄金色に輝く田んぼの奥に「むこやま」の紅葉、冬は淡

い緑の麦畑と秩父連山、「むこやま」の左には真っ白な富士山が見えました。四季それぞれ趣がありましたが、

特に春は童謡の「朧月夜」のようで、－♪菜の花畑に入日薄れ 見渡す山の端 霞深し 春風そよ吹く 空を見

れば 夕月かかりて 匂い淡しーのような光景でした。「したみち」から見ると西へ向かってなだらかに下って

いき、麦の緑と菜の花の黄色がいったん田んぼに沈んでいきますが、六間通りに向かって再び丘になり、そこも

春霞の中に麦と菜の花に彩られ、遠く秩父連山が薄紫色に霞んでいるのを、まだ覚えています。 

 新大宮バイパスが出来て、上下６車線で一日何万台の車が行き来し、さらにその上に高速道路ができ、田んぼ

の用水路は暗渠になり、田んぼや畑に家が立ち並んだ現在を、想像すら出来ませんでした。 

 その頃は３才位から小学校を卒業するまでの子どもたちは集団で行動していました。いわゆる「子どもタテ社

会」です。ここで色々社会の常識や、いいこと悪いことの区別、どこまでなら許される、ここまでやったらダメ

などを教えてくれたのだと思います。今は加減がわからずひどいときには死亡にいたることすら、珍しくなくな



りました。政治や教育が集団でなく個人主義を謳い、友達はただの競争相手という意識を植え付けられ、そこに

１９６０年より前にテレビが急速に普及し、子どものタテ社会下町には藤野たちと私たちのがありましたが、跡

継ぎもなく消滅しました。たー坊も悪いことをしていましたが、最大５才年下までよく面倒を見たと思います。

たー坊がいなければもっと早い時期になくなっていたかもしれません。その点は評価してよいのだと思っていま

す。 

私 の 山 道 具 つっちーさん 

 

鶴川 E I 

断捨離出来ずコレクションになってしまった、山道具！！出番を待っている靴とザックたち 

 

 

 

 

 

 

 



主催

主管

目的目的

2.講習後、希望者には教育部が企画した実践山行や訓練で実践力をつける。

3.県連会員相互の親睦を図る。

参加対象者 クライミングに興味のある初心者や無雪期の岩場通過に不安な方や初心者を指導する県連会員。

場所

日時

集合場所

行動予定 5月18日　8時　人口岩場駐車場にて、ロープワーク講習。　

　　　　　　9時　人口岩場にて講習。

　　　　 　15時　　講習終了　　

講師

参加費

予算案 20,000円。（講師・スタッフ手当、交通費、保険、事務費、共同装備使用料など）

申込方法・締切申し込み先

講師　古川　（教育部・佐久山の会）　　

5月10日までに古川宛にメールまたはショートメール・ラインにて参加申し込み。

（案）県連第101回登山学校（初めての岩登り技術講習会）

長野県勤労者山岳連盟教育部

長野県勤労者山岳連盟教育部

1.クライミング初心者や初心者を指導するために必要な確保技術や用具の取り扱いについて学ぶ。

1人5００円。

大町市　人口岩場

2019年5月18日（土）　　

大町市人口岩場5月18日（土）朝8時　人口岩場駐車場　

４／１６ 第 2回例会より 

１、、4/13県連理事会関係 
・大町労山の谷口県連副会長・尾形理事は組織部担当（県連交流山行など）、鈴木理事は教育部担当
になりました。 
・総会で議論された昨年までの遭難対策部の財政問題について、調査委員会が４月 21日に発足。第 1
回委員会は大町で行われます。委員は、鈴木と五十畑さん。委員会には前会計担当の尾形・横田さん
も出席します。 

 

３、4/14役員会関係 
①総会関連              

・来年総会は 3/22 または 4/5 にいつも通り山岳総合センターで行う。16 日の例会では 4/5 がよいの
ではと言う意見が多く、例会に出席できなかった会員の意見をお聞きします。 

 前日山行と懇親はいままで通りですが、総会は午前で昼弁当、午後講演という計画です。 
・会計で繰越金は各予算に入れず、予備費とする。ビーコンは個人で、テント敷などを検討。 

各部から 
・企画部：当面の山行日程     

5/12 (日) 浅間隠山 
5/19 (日) 二児山（ふたごやま・大鹿村） 

5/平日  木曽・西野峠 
6/16 (日) 浅間Ｊバンド一周 
6/22(土) 御座山（おぐらやま・佐久） 

 

・教育訓練部関係  学びたい内容の希望出して下さい。 
 
・山行管理部 留守本部は複数にすべきか、計画書に緊急連絡先記入すべきか 

今後検討する 
備品台帳をつくる 

・女性部 5/25 霧訪山（締切 20 日）   
 

４、当面の日程（企画部・女性部提案以外） 

①4/20 乾徳山：Ｌ鈴木・谷口・細田・菅沢・鶴川栄子  
②4/28 小日向山・Ｌ谷口・志形  
     例会での案は 4/29 になっていましたが、変更です。 

参加希望は谷口さんまで            
③5/5～6 五竜岳：Ｌ鈴木・中村・谷口 
④5/平日 米山 
⑤6/8（土）針ノ木雪渓から蓮華岳（県連交流山行を兼ねる）：Ｌ谷口 
⑥5/18（土）大町人工岩で県連登山学校があります。地元なので、積極的にご参加下さい。 

 

 

<他の候補> 
南木曾岳 
陣馬形山（伊那） 

傘山 
荒船山 
男山女山 
五郎山 
御陵山 
雁田山 
志賀高原 
冠着山 
太郎山 
独鈷山 
奇妙山   

夏合宿1案 大弛峠 


