
 

新人紹介 

初めまして、北澤靖子と言います。以前より山に行きたいと思っていました。仕事も短時間になり、少し余裕も出て

きて里山から行き始めました。次は北アルプスと思い登った時、山頂での眺望の素晴らしさ、宝石をちりばめたよう

な満点の星空、かわいい花、どれも私を魅了しました。色々な山に行きたいと思っていた時、山でお会いした方か

ら、会の事を教えて頂き入会をお願いしました。シニア世代の初心者ですが出来たらうれしいと思います。宜しく願

いします。 

 

山 行 報 告 
 

全国連盟・若手のためのクライミング講習会 

2019/10/19-20 場所：小川山周辺    報告 菜穂子 

10/19（土） 

 雨のため 9 時に川上村のナナーズに集合し、机上での講習が行われた。まず

は、ハーネスを身に付け、正確に装着できているか確認が行われた。私は、1 本

のカラビナに対し、3 本のスリングを装着していたので注意された。スリング

が邪魔にならないようにハーネスに付けておくためにはカラビナ 1 本に対し、

スリングは 1 本しかつけないこと。カラビナがない場合は、直接ハーネスに取

り付けることでした。その後、ロープの取り扱い方法やリードクライミングに

ついての説明があった。 

懸垂下降を行う際に下降器のバックアップを下降器の上にとるか？下にとる

か？の長所と短所について説明があった。講習生のほとんどは、バックアップ

を下降器の下に設定する人が多かった。バックアップを下にとる利点としては

操作がしやすいことやロックが効いてしまっても容易に制動を解除できること

などがあげられた。短所は、下降器が顔に近い位置にあるため髪が巻き込まれ

てしまったりする危険があることやロープを登り返す必要ができたとき下降器

の上に付けるために別のオートブロック用のコードが必要になることがあげら

れた。 

バックアップを上にとる長所としては、下降が終わった後の解除をより簡単

に行えることや登り返しが必要な際にすぐに行えることなどがあげられた。短

所としては、体重がかかってしまった時に全荷重がかかってしまうので制動を

緩めることが難しいことや末端側のロープを片手で操作しなくてはならないことがあげられた。私も今までバックア

ップは、下降器の下にとるものだと思っていたが長所と短所を理解して、状況に応じて使い分けることが必要だと感

じた。 

午後からは、天気が良くなってきたので小川山に移動して、懸垂下降でバックアップをとっていない場合のロック
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のかけ方と懸垂下降からの登り返しの練習を行った。登り返しは、初めて

行ったのでセットの仕方や登る手順を覚えるのに時間がかかった。脚と手

を交互に上げて行くことが慣れずに苦戦した。16 時に講習が終了し、宿に

戻った。入浴後、18 時から全国連盟の大和田さんからアイガーミッテルレ

ギ稜の山行報告があった。 

20 日 

 朝、雨が少し残っていたため、当初マルチを行く予定だったが、岩が濡

れている可能性があるので、最初にガマスラブで練習することになった。

ビレイの仕方を再度確認し、左手を確保器にあて角度がいつでも変えられ

るようにすると、より安全にビレイが行えることを教わった。最初はトッ

プロープで登り、その後リードクライミングを行った。リードをした時に

一度足を滑らせてしまい、もっと緊張感をもって実施しないといけないと

思った。 

10 時ごろから晴れてきたのでマルチに行くことになった。11 時半ごろから小川山で 1 番簡単なマルチルートと言

われている「春のもどり雪」に行くことになった。2 人 1 組に組む予定だったが、全国連盟の臼井さんがクライミン

グシューズをガマスラブに忘れてこられ、急遽 3 人で行くことになった。トップに早川さんが行き、続いて私、その

後斎藤さんが登ることになった。登っていく途中にスリングやヌンチャクを外していったが、その際にスリングを首

にかけてしまった。スリングがどこかにひっかかったら首がしまって怪我をする危険があるため、絶対にしてはいけ

ないと注意された。 

終了点に着くと、すぐにセルフビレイをとるように言われすぐに確保したが、セルフをかける場所を木の枝にかけ

てしまったり、腐った木にかけようとして注意された。またセルフをかけ直す際に木にかけていたセルフをそのまま

とってかけ直そうとし注意された。次にセットする場所にまずスリングなどでセットして身の確保をしてから、最後

に最初にかけていたセルフを外した方がいいと教わった。無事 15 時には下山し 16 時から反省会が行われた。 

今回の講習会では、基本的なことができていないことを痛感した。リスク管理が全くできていなかったので、今後

は自分やパートナーを守るために今回の講習で学んだことを活かしていきたいと思った。また、日頃から道具のメン

テナンスや確認をすることや練習を行っておくことが必要だと感じた。山でいざ問題が起きた時に冷静に対処できる

ように日頃から鍛錬しておくことが安全に登山をするために重要だと感じた。 

 

伊豆への山旅 2019/11/23～25 （天城山 1406Ｍ…12/24） 

参加者 尾形・秀さん・五十畑・鶴ちゃん・文ちゃん・順子・さとちゃん・ねはし・ＥＩＥＩ  

コースタイム 天城高原登山口発 9：30—万二郎岳

11:20—石楠立 12:20—万三郎岳 13:25—涸沢分岐

14:30 —

四 辻

16:10 —

登 山 口

着

16:35 

 

 

浄蓮

の滝 
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尾 形…20 年前、家族旅行で行って以来、何度か冬の伊豆旅行を楽しみました。1 月に水仙祭り、2 月には菜の花、

3 月河津桜、11 月天城山等々(寒い信州では考えられない暖かさ！)今回は労山の仲間皆で行けば楽しいと思い、山と

伊豆旅行を計画しました。計画した 3 日間の天気予報は雨曇りでしたが意外と良くて、天城山登山口では雨も上が

り、まずまずの状況。ただ展望は良くなく悪路にも閉口、全体的には山と海と観光を楽しみ、美味しい魚を食べ、今

までには無い楽しい山旅でした。 

 

五十畑…温泉と美味しい魚で気楽なハイキングと考えていたのが、雨こそなくてよかったが泥道と不安定の下山道の

登山道で、やはり「どんな山でもナメてはいけない」を思い出した山行でした。あと３０分遅れたらヘッドランプに

なるところ。それでも美味しい魚を楽しめました。 

 

あやちゃん…天城高原駐車場は霧雨で蒸し暑さを感じるほどの陽気でした。雨具のズボンだけを着け出発する。前日

の雨で登山道は泥でぐちゃぐちゃ。四辻から万二郎岳へはジグザグの樹林帯、数回の渡渉がありました。馬の背を超

えるとアセビのトンネルが見事でした。天城山最高峰万三郎岳は木々におおわれ展望はありません。一等三角点が設

置されていました。涸沢分岐までの下りは丸太の階段がいくつもありましたが土が掘れて段が深く、歩くのが大変で

した。分岐を過ぎ天城山の北面を巻くルートはうす暗く登山口に着いたのは 16:35 で日没過ぎでした。時折小雨が降

るあいにくの天候でしたが泥んこ道も楽しく笑いに変え、天城山中にメンバーの笑い声が響く楽しい山行でした。 

 

としこ…450 段ほどの階段を登り烏帽子岩頂上へ、怖いほどの眺望。

海がきれい。幻想的な霧がまく天城山は、思ったより甘くない。滑り

やすいアップダウンの道が続き、落ちているもみじの赤が鮮やかで癒

された。1 日目の宿泊、学校を改装した宿は、白に統一されていてすご

くきれいな建物でした。2 日目は、コンドミニアムタイプで調理ができ

てよかったです。車を止めてもらってはミカンを買ったり、干物を買

ったり、観光名所を案内してもらったり、伊豆に詳しい尾形さんだか

らですね。ありがとうございました。途中、対向車がはみ出してきて、

ぶつかりそうになりましたが、鶴川さんの運転のおかげで事故もなく、

楽しい山旅となりました。 
 

ねはし…天城山は、アセビのトンネルやシャクナゲ、姫シャラなどが群

生していて、花が咲いていると見事だろうなと思いながら、どろんこ道

を悪戦苦闘しました。そして楽しい会話にも耳を傾けて転ばないよう

にと神経をつかいながらの山行はいつも通りです。一泊目は廃校を利

用した宿泊施設、二泊目はコンドミニアムに宿泊。ツルちゃん調理の朝

食のうどんの美味しかったこと。真鶴での昼食はお刺身定食。サザエの

つぼ焼きは久しぶり。歩・食・泊・景が揃った充実の三日間でした。  

    

さとちゃん…観光も交えた伊豆天城山。自分だけではなかなか行く事が出来ない場所なので尾形さんに企画、案内し

て頂いて感謝です。美味しい海鮮を味わったり海を眺めたり盛り沢山でした。2 日目の天城山はのんびりハイキング

のつもりでしたが、ぬかるんだ登山道や急登で大変でした。霧雨とガスのあいにくの天気でしたが山頂に行けて良か

ったです。ガスの森も幻想的で綺麗でした。 

 

ツルちゃん…山は面白くなかった！！宿は楽しかった！！干物の激安店を発見して嬉しかったです！！坂とカーブ 

の連続でとても気を遣うドライブでした。 
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ＥＩＥＩ…天城山は 2 度目のチャレンジ！！またもや濃霧のお天気でよほど縁 

がないのかな？？泥んこの悪路で燕岳の登山道の方が余程歩きやすい。植生は 

北アとは趣が違っていたが、登った季節が悪く正直余り面白くない山でした。 

百名山だから一応登ってみたいとの思いだったが・・・。伊豆半島は思いのほ 

か大きい。西伊豆の廃校宿から登山口まで 2時間。登山時間 7 時間で簡単に考 

えていたが甘くはなかった。烏帽子岩に登ったり、東海館の見学、真鶴海岸の 

「うに清」での魚ずくしの昼食と盛沢山の企画を計画してくれたＯさんに感謝 

です。 

 

茅ケ岳（1704ｍ）2019.12.3 

参加者 秀さん、ねはし、みよちくりん、聡ちゃん、順子 

  ねはし 

前日は一日中雨でしたが当日は上天気。「山はやっぱり天気よ 

ね。今日は晴れてよかったね」と言いながら視界のない林の中 

をひたすら歩いていました。ふと振り返ると日本一の富士山が 

見守っているかの様に見えます。頂上手前の急登は息切れがし 

ましたがその後の視界は最高でした。帰りに立ち寄った「くらら 

館」の温泉から見る八ヶ岳は雄大でかっこ良かったです。登った 

のは、にせ八ヶ岳ですが。 

 

 としこ 

真っ青な空に富士山、八ヶ岳が映える。落ち葉が詰まった道を登ると頂上は、霜柱が融けてぐちゃぐちゃ。少し風

が冷たい。見晴らし抜群の頂上。下りは、千本桜分岐のコースへなだらかな道で、まだ残る紅葉を楽しみながらのお

だやかな初冬の 1 日でした。  

 

 みよちくりん 

茅ｹ岳は二度目で危険な所もなかった記憶があり、手のリハビリ中であることとトレーニング不足の脚力でも行ける

かなと思って参加した。参加者の 9 割方が日頃の行いがいいとみえて、当日だけぽっかりと好天に恵まれた。深田公

園登山口よりウォーミングアップを兼ねたなだらかな林道を行く。深田久弥の終焉の地でなければこれほど有名にな

ったであろうかと思うほど、取り立てて変化に富んでもおらず易しい山である。山頂の展望は素晴らしいが強風のお

まけがつく。シーズン狭間の平日なのに人気の山らしく、山頂はそこそこいっぱいの人で賑わっていた。朝の霜柱が

融けてぐちゃぐちゃ。ナガグツ氏はここで正解。なんとか腰を下ろすところを確保して呑んだり食ったりの小忙しい

昼食。下りはやや右手の尾根コース。これがまた私の好きな岩がゴロゴロあり、その間を縫っての道は歩き易い。撫

でたりさすったり、よろけそうになってつかまったりしながら、何とも快適に進む。木々は葉っぱをすっかり落とし

て明るく、ベージュから茶褐色の世界は心にしっくりと溶け込んで、引き算の世界のような雰囲気に惹かれるのも人

生の山を幾つも越えて来た証だろうか・・・なんて考えているうちに下界に着いていた。 

ゆっくりペースに合せていただいた皆さん、ありがとう！ 楽しい山歩きでした。 
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忘年会 ２019/12/7 追分駅前：八千代にて 

参加者１７名…令和元年の締めくくりとして多いに語

り合い、「事故もなく安全な山行で良かった」と会長の言

葉がありました。来年もお互いに声を掛け合いながら、行

きたい山、憧れの山に登りましょう！！ 

 

金
かな

戸
とこ

山（７６６．５ｍ）2019/12/11 

参加者 ＥＩＥＩ，じゅんちゃ＋１ 

山行報告 じゅんちゃ 

深い霧の中、集

合場所である山

清路に向かう。車

で当初予定して

いた岩殿山に向

け出発したが、中

込集落で工事の

ため全面通行止

め。もう少し早く

出発していれば

通ることができたが通行規制時間の午前９時を少し過ぎていたので元に戻ることとし登る山を金戸
かなとこ

山に変更。 

 登山道脇には多くの石仏があり、頂上下の北アルプスが眺望できるところでお汁粉を作り秋の山を楽しむ。ここか

らは頂上まではすぐで頂上には二名の登山者がいた。頂上は広く宇留賀氏の砦。鷺の平集落に下山した後、国道を歩

いて登山口戻る。 

 

佐久山の会送年山行…201912/14～15 

（しらびそ小屋～天狗岳） 

参加者  秀さん、佳美ちゃん、順子＋２ 

1 日目 稲子湯登山口～しらびそ小屋 泊    

2 日目 しらびそ小屋～天狗岳～しらびそ小屋～稲子湯登山口 

山行報告…佳美ちゃん 

12 月 14〜15 日佐久山の会主催の送年山行に参加しました。 

14 日お昼過ぎにしらびそ小屋に到着。到着後さっそく宴会の始ま

りです。美味しい夕食の後はクリスマス会のスタート！みんなで

山の歌を歌ったり、プレゼント交換やケーキを食べました。翌日

の山行があるので早めに就寝しました。 

 翌日の 15 日 6 時に小屋を出発し、天狗岳を目指します。中山

峠直下から積雪があり、道は凍ってツルツルで怖かったです。中

山峠からはアイゼンを装着しました。みんなでワイワイ話しなが

ら山頂へ到着！風は少なくとても天気良くて暖かかったです。写

真撮影後、しらびそ小屋まで下山し、うどんをご馳走になりまし
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た。ほどよく雪もあり、穏やかな天気の中の山行で他の会の方々との交流もありとても楽しい山行でした。 

 他の会の方の事ですが、事前にアイゼンがいるか確認し、いらないと言われて持ってこなかった方が数名おられま

した。持ち物には自己判断でと書かれており、必ず必要な物ではないかもしれませんが、アイゼンがなかった方は 3

度ほど転倒されたそうです。改めて道具の大切さを実感しました。 

 

長者山（1159Ｍ）2019/12/22 参加者 鶴ちゃん、尾形、じゅんちゃ、広一、としこ、ＥＩＥＩ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

山行報告…じゅんちゃ 

集合場所の松川道の駅から信州新町左右（そう）に向かう。お堂脇の駐車スペースに断って駐車。 

お堂横の林道をゆっくり登る。林道をそれて「山の家」に向かう。途中岩室に役行者を祀った祠がる。この前後は急

登で「山の家」の一角の広場にとびだすとホッとする。そこには軽トラが駐車しており、新年を迎えるために神社に

飾る松の枝を採っていた。ここから林道を進み途中から山道を進むと東屋がある頂上に出た。 

頂上からの北アルプスの眺望も素晴らしかった。東屋でうどん鍋を作り美味しくいただく。頂上には三等三角点があ

り、ウドンを食べていると二名の女性が登ってきた。下山は落ち葉で滑らないよう慎重に左右集落に下山。帰りは新

行経由で松川道の駅へ。 

感想…鶴ちゃん 

１０年ぶりに伊部高夫さんの本にある長者山に行って来た。参加者は誰も登ったことがないという。信州新町の左

右集落の一番奥まったお堂から登り山頂までずっと足首まで積もった落ち葉の登山道でした。山頂からは北の白馬連

峰から、南の常念岳まで一望の大展望が広がり、皆思った以上の景色に堪能した。 

昼食は皆でうどんを作り、心も身体も暖かくして下山した。思った以上にいい山ですのでお薦めしたいです。  

 

 

 

 

 

 

さとこ 木曽駒ヶ岳(3月雪山）西穂高岳(3月雪山）白馬岳〜雪倉岳〜朝日岳〜栂海新道(8月) 
【来年行きたい山】 高妻山・四阿山〜根子岳・剱岳・光岳〜聖岳・裏剱・餓鬼岳〜東沢乗越〜

中房温泉 

 

 

特     集 

今年印象に残った山、来年登りたい山 
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ありおか 私は白馬村に持っていた別荘を売却し宮崎に引き揚げる事になりましたが、もう暫

くはアルプス周辺の山々に登りに来たいと思っています。その時には山行にご一緒させて頂けれ

ばと思っています。 

今年も数多くの山に登る事が出来ましたが、中でも８月に登った「燕・常念縦走」は最高でした。

最高の天気に恵まれ、稜線上ではコマクサがあちこちに咲いており、大天荘からの槍・穂高のモル

ゲンロート、横通岳からは表銀座コースと槍・穂高の全体を俯瞰出来て、裏銀座コースの稜線を仰

ぎ見て、本当に素晴らしい縦走でした。2020 年は何日行けるかわかりませんが、春の花の時期の

白山、初夏の花咲く白馬周辺や裏銀座などに行ければいいなと思っています。 

 

 

白馬の山人 「新鮮だった初めての山」大日三山・黒姫山・巻機山・乾徳山・坊抱岩と三つ峠クラ

イミング。八海山と妙義山は岩の面白さを改めて強く感じた。残念だったのは、敗北のゴールデン

ウィーク。いずれも手前で引き返さざるを得なかった西穂と五竜。 

今年天候不順で行けなかった①明神岳主稜と②奥又白池、日程がうまくいかなかった③大キレッ

トと④後立縦走、いずれにしても体力次第である。冬しか知らない鎮魂の御岳にも行ってみよう

か。 

 

 

としこ 北岳～農鳥岳縦走。八海山。いっぱいありました。同行者に感謝です。 

「2020年行きたい山」：越後駒ケ岳、尾瀬燧ケ岳～至仏山、妙高～火打山、高妻山、両神山、白山、

裏銀座 

 

 

五十畑 2019年で印象に残った山」 明星山南壁、五竜岳  

 【今年の山行を振り返って思うこと】 天候不順で中止になったことが多かった。天気予報の精度が上

がると直前までかえって情報に振り回される。年齢とともに負荷の大きい山行はできなくなっても、年１回

のクライミングと山スキーは続けたい。 

【2020年登ってみたい山】 針ノ木谷。雪倉岳（山スキー）。頸城山塊 

【来年の抱負、実現したいことなど】①クライミングの技術を落とさないこと。②頸城山塊。③

小谷、裏火打の山スキー。 

あやちゃん   

2019年印象に残った山：木曽駒ヶ岳、西穂独標、霞沢岳、白峰三山、妙義山。 

2020年登りたい山：高妻山、両神山、餓鬼岳、白馬三山、裏銀座縦走。 

 

鶴ちゃん 「今年良かった山」 十二ヶ岳、御飯岳、浅間隠山、金峰山、笠取山 

「来年行きたい山」 薬師岳、至仏山、燧ケ岳、鳥海山、雁坂峠～雁坂嶺 
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いくババ 

今年度印象に残った山 

木曽駒ケ岳(冬の宝剣岳の雄姿、風)、西穂独標(晴天冬の穂高岳の美、垂直下降)、燕〜常念(早

朝のモルゲンロート、横通岳からの眺望)、唐松〜五竜岳(初単独の緊張)、表妙義山(鎖に体を預

ける緊張と鷹戻りの下り) 

来年行きたい山 

高妻山、北岳、四阿屋山、仙丈岳、餓鬼岳、白馬三山、常念〜蝶ヶ岳、黒姫山、霞沢岳、戸倉山

(伊那富士)。 

じゅんちゃ  「2019年良かった山」１・小秀山 ２．八海山 ３．浅間 Jバンド周回 

「来年登りたい山」光岳～聖岳 栂海新道（朝日岳から親不知）裏劔 池の平小屋～室堂 薬師

岳 読売新道・水晶岳・赤牛岳・平の小屋 烏帽子岳～船窪 竹村新道 真砂～湯俣温泉 大東

新道 薬師小屋～高天原山荘 温泉沢 高天原温泉～水晶岳 鋸岳 池口岳 乾徳山 農鳥岳 

阿弥陀岳 赤岳 横岳 硫黄岳 黒戸尾根から甲斐駒へ 越百岳 南駒ケ岳 空木岳 

しんじ 「2019年で印象に残った山」  山らしい山に登っていないので特にありません。 

「今年の山行を振り返って思うこと」 特に年間の予定も立てずに行き当たりばったりだったこ

と、3月からのバイト 日程や不純な天候により充実しませんでした。 

「2020年ぜひ登ってみたい山」 聖岳、光岳、塩見岳、裏銀縦走、裏剱 

「来年の抱負・実現したいこと」…自己中心に、行きたい山重視で、生活したい。 

 

ＥＩＥＩ 「今年良かった山」 骨折のため一番山の良い時期にいけなかったが、前半、十二ヶ

岳、笠取山など登った事ない山が印象的。 

「来年行きたい山」 赤石岳、五色～薬師岳縦走、裏劔、鳥海山…毎年行きたいと思っているが、

日程がかかるので中々実現していない。（仕事をしているとね！！） 

        

横田竜三 

2019年、今年小谷村のクライミングジムが新しくなり、クライミングを 11 年ぶりに再開し

た。5.11 までの技術を取り戻すのに約半年かかった。 

山スキーでは鳥海山に行ってきた。とても良い斜面で感激した。 

「2020年登ってみたい山」 

東北の山に山スキーにでかけたい。岩木山等。 

 

よしみ 

2019 年は仕事が忙しく、台風の災害があったりしてあまり自分の時間がとれず、山に行けません

でした。 

2020 年も自分の時間が取れなさそうですが、少しでも山に登れたらいいなぁと思っています。 

 

機関紙部より 

令和元年が間もなく終わろうとしています。今年も活発な山行で沢山の報告、感想を寄せて頂き感謝いたします。

有難うございました。お陰様で原稿に困ることなく機関紙が発行できました。来年も活発な「大町労山」に期待し

ています。皆様、良いお年をお迎えください。 
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