
 

 

 

 

労山技術講習会 登攀技術講習会（県連盟教育部主催）2019.5.18  

報 告…五十畑  
開催場所…大町運動公園人工岩 長野県連盟教育部（古川氏） 

参加：巽氏（松本労山）、坂田氏（ロックアンドブッシュ）、

鈴木、五十畑（大町）、山の会ながの、まみくとい等９名 

登攀に必須のロープワーク、支点の取り方、確保の仕方、各種結

び、懸垂下降、トラバースの確保などについて最新の技術傾向を紹

介しながら実際に確認した。登攀の安全対策は毎年更新されていく

ので、少なくとも年一回は自分自身の確認作業として実際に試して

おくことが重要であると感じた。実際の場でトラブルが起きたとき

に適正な対処ができないと生死に関わることになる。 

（１） 支点の取り方 

今までの支点の取り方として流動分散の考え方が主流であったが、最近の考えとして固定分散で取る方向になって

います。流動分散の問題として、一点が外れた時にスリングの長さ分流れて２度負荷を受けるため安全度が落ちる。

この衝撃を弱めるのが固定分散になります。二点の荷重方向が６０度以内にすれば１点にかかる荷重が１／２となり、

それ以上に角度が開くと支点にかかる荷重が１００％に近づいてくる。固定分散荷重の例（角度は 60 度以内に） 

（２） 懸垂下降のバックアップ 

昔は懸垂下降でバックアップは特に考慮していなかったが、実際懸垂下降時の事故は多くかつ致命的になるため最

近では必ずバックアップをとることが推奨されています。また下降器もエイト環から ATC ガイドへと変わっていま

す。 

ATC での下降、バックアップはロープで巻結びが推奨。 
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第二回全国救助技術交流集会 2019.5.25—5.26 

報 告 五十畑 

新潟県新発田市 あかたにの家、杉滝岩 

参加：鈴木、岡田、五十畑 

今回は新潟県連盟の主催で２日間に渡って行われた。参加は西

は兵庫県から北は北海道まで幅広い会員７２名が集まった。 

5/25 の午後から開始して、体育館でロープを登る速さを競う競

技が行われた。これは救助活動では固定されたロープを登下降しな

がら作業することが多く、いかに早くスムースにできるかが重要な

技術になることから、各人の技術を高める目的で実施している。 

ロープを登る方法はいろいろあるが、繰り返し練習して慣れてお

くことが安全につながる。 

夕食は豪華なお弁当と新潟県連婦人部の山菜つくしと、各自持ち寄りのお酒で大いに盛り上がり懇親を

深めることができた。 

5/26 は近くの岩場の杉滝岩でクライミングと懸垂下降、下降停止の技術についてデモンストレーション

が行われた。岩場が広いのでもう少し登ってみたかったが、遠くからきている人もいるので昼過ぎ各自解

散となった。新しい技術を学び、皆で共有することは、労山全体のレベルアップにもつながり、普段あまり

交流のない他県の仲間とも交流できてよかった。 

 

素晴らしく気持ちのいい米山山行 2019/5/23 

参加者 谷口・勝野・尾形・鶴川栄子・鈴木・宮島・細田・五十畑・菅沢・村上・中村・菊池・宮原  

感 想 宮原 

朝 4 時半に起き、山行の確認をしてかみさんに弁当を作ってもらい、5 時半前に玄関先で新聞を見ながら勝野さん

を待った。時間通りに迎えに来てくれ、勝野さんの家で菊池新君の車に中村聡子さんと 4 人で松川道の駅へ。6 時少

し過ぎに出発、大町と白馬で待ち合わせの人たちと合流し米山に向かう。姫川沿いに糸魚川 IC へ。10 数年前糸魚川

で海鮮料理を食べに行ったことを思い出す。柿崎 IC で降りて少し走ると、道を間違っていることに気づき農道を走

る。「近道したんだ」と言いながら先導する。水野登山口に 9 時過ぎに到着した。天気も良く富山湾も輝いている。そ

れぞれ靴を履き替え 9 時 20 分に出発した。 



 なだらかなよく整備された山道で、気温は高そうだが新緑に覆われ

木々と木漏れ日、さわやかな風を受けながらゆっくり登る。途中元気な

年配夫婦や若者に道を譲りながらポレポレと登る。とにかく気持ちが

いい。これがイワカガミと教えてもらい他の山より花の丈が長いらし

い。名前の由来は葉が鏡のように輝いているからという。そう聞くとた

ぶん忘れられない。あと、クロモジの木もたくさんあり、始めて名前と

木が一致した。そんなに大きな木ではなく、若葉を噛んでみるとさわや

かなミント系？だ。クロモジの葉の入ったお茶も飲んだことがある。ク

スノキ科の落葉低木で、かっては化粧品や石鹸などにも使われ輸出も

されていたようだ。高級和菓子の楊枝としては有名。 

 1 時間近く歩いて「しらば避難小屋」で一休み。山頂まで 1 ㎞で 1 時

間と記してある。しばらく歩くと木々が開け、上り坂で絶好の写真ポ

イント。後ろ姿を撮った後、振り返ってもらってもう一枚撮る。11 時

に山頂に着いた。富山湾と市街地が望める。東京電力の「刈羽原発」も

確認できた。小屋裏の日陰に陣取り、さっそく勝野さんが冷えたビー

ルを取り出しすすめている。僕は 1 本だけ冷して持ってきたのを飲ん

だ。鶴川さんが山

菜天ぷらを持って

きてくれたのを美味しく頂いた。   12 時 20 分に下山開始。

13 時 15 分に登山口に着いた。タニウツギの花があちこちに咲き

乱れている。日本海側の日当たりのいい山野に広く自生している

ようだ。少し車で走って、「長峰温泉」で汗を流した。食堂で勝野

さんと僕が生ビールで、ほかの人たちはなんとソフトクリームみ

たいな冷たく甘いものを頼んでいた。ちょっとびっくり。松川道

の駅に着いたとき日は既に落ち薄暗くなっていた。およそ 13 時間

の行程だった。 

 

五郎山（2131・7M）長野県佐久  2019／5／26 

参加者鶴川 栄・ 鶴川 栄子  

山行報告（感想など）鶴川 栄  

伊部高夫さんの日帰りの山シリーズを目標にして山行を重ねて現

在 127 座を登ってきた。五郎山は佐久の奥にある隠れた名山で標高も

割合高くて 2131・7ｍあります。松川から 3 時間 30 分、135 ㎞。信

州は広いなあと感じます。登山口から前半 1 時間は林道と落葉松林の

急登。後半のマキヨセの頭からは奥秩父の両神山の八丁ルートに似た

岩稜帯の登山道でした。マキヨセの頭ピークと本峰の間に大ギャップがあり、大下りした。ドーム状のピークな

のでどこに登山道がついているのかと不安になりながら進むと正面からではなく南斜面へ回り込んで登頂しま

した。展望は圧巻でした。奥秩父主脈が目前、その奥に白峰三山、八ヶ岳など。短時間ながら満足感、達成感を

得た山行でした。 

ヒヤリハットや危険個所 

町田市休暇村までは舗装の良い道であるが、そこから登山口まではダートな道なので普通車は不可。登山道は

浮石が多く落石に注意、あまり歩かれていないので赤テープを見逃さないように。岩稜帯もあるので慎重に。 



 

 

 中西山（1740・8M）長野市鬼無里 2019/5/29 

参加者鶴川 栄子 津田広一 会員外 1名 

山行報告（感想など）鶴川 EIEI 

 今回、友人を案内するための下見として計画した。松川自宅から 72 キロと

近いように感じていたが意外と時間がかかりました。なお、下調べ不足でシャ

トルバスが 26 日で終了していた。下の駐車場から 40 分歩いて最終の駐車場

に着き、少し歩いて登山口になる。ブナ林の新緑が眩しい。ゆったりとした

登山道の中で、目につくのは山菜！コシアブラを採りながらゆっくりと登

る。山菜以上に目につくのは高山植物の花たち。サンカヨウ、ツバメオモト、

ニリンソウ、キグサキイチゲなどフラワーロードそのもの。稜線直下はかな

りの急登でした。稜線のアップダウンを繰り返し、所々に残雪はあったがた

いしたことなく山頂につく。高妻山、戸隠西岳が目前、遠くに妙高、焼山、

雨飾山、藪が邪魔してスッキリ見えないが白馬三山。展望は最高！！ 

 

この時期に木漏れ日差すブナ林とお花に

出会える山はそうあるものではない・・訪れ

ての印象！！ 

ヒヤリハットや危険個所 

交通機関利用の場合しっかりと調べない

といけない・・。が、今回は 6 月の本番なの

で歩きしかないのでかえってよかった。 

笠取山（1953M）秩父山系 2019/6/2   

参加者 鶴川２、尾形 

感 想 鶴川 EIEI 

前日に鬼無里の中西山に登ったこともあり、登頂してみれば意外や意外で軽

く登れた感の山でした。 

走行距離は 178 キロと遠い。この山に秩父の分水嶺があるので興味があった。

ナビもなく地図本を頼りに作場平の駐車場に着く。スペースは３０台位。沢沿

いの登山道をゆったりと登る。シナノ木の巨木とブナ林の森の中でイイ感じ。    



藪沢の峠に着くと車道であった。がっかり！！そこか

ら小屋は近かった。小屋番に聞くと、お泊りよりテント

泊が多いとか。分水嶺はコンクリートの標柱で三方向

を指していた。多摩川、富士川、荒川・・・ 

目の前に山頂がドーンと聳えていてカッコイイ！！

直登で２０分かからず意外と早く山頂に辿り着いた。

途中であった登山者が教えてくれた通りシャクナゲの

大群落！！お花を<゜)))彡にランチタイム。生憎グレー

の空で展望はいまいちであったが、晴れていれば３６０度の大パノラマが期待

できるはず。2 時間程でテント場に着くのでテント泊に向いていそうな感じの

穏やかな山だった。 

巻機山（1967M）三国山脈 2019/6/１～2 

参加者 鈴木、勝野、菅沢、中村、細田     
 

今回の山行は泊まるか日帰りするか、から始まりました。登山口まで距離がある上に、行程が長いからです。

結局避難小屋に一泊することになりました。久しぶりに重いザックを背負っての登坂となりました。豪雪地域だ

けあって頂上は雪でしたが、軽アイゼンを履くほどではありませんでした。 頂上では素晴らしい展望が待って

いました。雪が解けると美しい花畑となるようです。避難小屋は設備が新しく快適でした。ほぼ我々が独占状態

でした。登山道は所々雪解け水で足元がぬかるみ歩きにくかったですが、春の花やブナ林の芽吹きに癒されなが

らの楽しい山行でした イクババ 
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残雪の残る巻機山、登り始めて 1 時間半ほどから雪解け

で穴が空いたりした残雪の上を歩きます。樹林帯の青葉が

さわやか。途中、ｼｮｳｼﾞｮウﾊﾞｶﾏ、ｲﾜｶｶﾞﾐ、ｲﾜｳﾁﾜが和ませて

くれます。偽巻機山が近くになるにつれ咲き始めたｼｬｸﾅｹﾞ

がいくつも見られました。避難小屋には、東京からの単独

男性 1 人と労山グループの 5 人のみが宿泊。ほとんどが日

帰りなんですね。翌日も天気良好。巻機山、割引山頂上へ

雪山を満喫できました。                           菅沢

順子 

 

 

倒れていた標識を

軽々持ち上げて代表

してポーズ！ 



夏山合宿に大勢参加しよう 

いまから休みを取る準備に入りましょう 

7/27～28大弛峠から金峰山ほか（駐車場そばに幕営） 

27 日 6 時松川道の駅発。峠到着後、奥秩父最高峰まで約 2 時間。 

28 日６時テント発で金峰山往復。昼食後下山、温泉。 

峠まで車で行けるので、両日とも空身登山。 

金峰までのルートは往復４時間半（標高差は 300ｍ程度）。 

合宿としては軽い山行になるが、できるだけ多くの会員が参加できるものとして計画。 

普段会山行に参加できていない方は、いまから日程調整の準備をお願いします。 

幕営にかかわるシュラフ等がない方にはお貸しできます。テント 2 張りくらいでにぎやか

にできれば最高です。小屋泊可能。7/16 例会までに参加希望等のアンケートとる。 

                       ※ 7/28県連登山学校（車山・地図読み講習）あり 

別に 8/17～18 燕から常念岳も予定 

  

当面の山行予定 

① 6/18～7/10 スイストレッキング：勝野さんほか行ってます 

② 6/22 盗人岩  

③ 6/22～23 谷川岳周辺縦走 

④ 6/23(日) 御座山（おぐらやま・佐久） 

⑤  6/23(日)県連理事会(午前)・各会三役担当者会議（午後・あがたの森） 

⑥  6/23(日)冠着山(ボコダキ岩)  

⑦  6/27(木)南木曽岳                          

⑧ 6/29(土) 冠着山(ボコダキ岩)クライミング

班＆ハイキング班 

⑨  7/6(土)～7(日)平ケ岳または翌週土日また

は平日を検討 民宿泊 

⓾ ７/21(日)～23(火)白馬三山 小屋泊 

夏だ！山だ！エンジョイだ！ 

大弛峠と大弛小屋 

梅雨をぶっ
飛ばそう 


