
 

新年あけましておめでとうございます。 

 

大町勤労者山の会 会長  谷口伸二  

クリスマス寒波、年末寒波という言葉は過去の気象となったのか？今年も雪の無い穏やかな年明けとな

りました。長野県警のＨＰによると年末年始の山岳遭難件数は２件（12/28 横尾尾根・滑落・負傷、1/4 燕

岳・単独行・悪天候・道迷い）で無事救助されています。ここ数年重大な遭難事故が無くうれしく思って

います。 

 大町労山では昨年も活発な山行が行われたと思っています。今年も「里山登山」から「高嶺を目指す山

行」を活発に実施していけるよう、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

識を身につけながら積極的に山へ行きましょう。 そして、「安く、楽しく、安全に」を合言葉に全員で楽

しく活動しましょう。  

 

 

光岳（南アルプス 2592ｍ）  

2019/12/29 日夜～2020/1/2 4 泊 5 日 

越年登山感想    秀さん 

29日夜、遠山郷神楽の湯裏の河原にてテント泊。 

30 日６時、全国の仲間と合流して一路、池口岳登山

口へ。男 4・女 2で小雨の中をスタート。荷物はとても

重たい。２時間くらい登ると雪がちらほら見えてくる。 

平年に比べて雪はとても少ない。３時ちょい前にや

っと雪田に到着して設営する。雪を使っての水つくり

を終わり、到着祝いをやろうとしたその時、大雨に見舞われるが１２時前には満点の星に変わる。 

31 日は朝から快晴。途中、加々森山分岐に荷物をデポし、空身で池口岳北方を往復する。再びずっしり

重い荷物を背負って樹林帯のアップダウンを繰り返しながら加々森山を越える。２時半過ぎ、連泊するテ

ン場を見つける。雪はたっぷりあって水には困らない。 

1 日、２時起床４時スタートで光岳を目指す。雪は少なくカンジキは不要。富士山・大澤崩れを正面に見

ながら光岳を目指す。念願の光岳に１１時半到着。聖岳方面からのトレースあり。人影はなし。軽く昼食

を摂って１２時前に下山開始。一路テントへ。３時前にテント着。とても疲れる。７時過ぎには睡魔が襲

う。 
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最終日２日、５時起床。食事・テント撤収後下山開始７時。荷物は若い人達に背負ってもらい楽に下れるようにな

った。１２時前から両足親指に違和感を覚え、靴下をとってみたら左右に大豆大の豆ができていた。持ち合わせのテ

ーピングテープを巻いて無事膝の故障もなく、皆さんより１０分ほど遅れただけで登山口に到着した。とてもマイナ

ーなルートだがとても楽しく充実した４日間だった。神楽の湯で１時間ほど浸かり松川インターより穂高へ。行き１

８５キロ 帰り１５７キロでした。 

 

高尾山 青春 18 切符の山旅 1/9   

参加者 白馬の山人、順子、孝信、文ちゃん、靖子、

伸二、尾形，鶴ちゃん、ＥＩＥＩ，じゅんちゃ、ＪＹ

Ｏ、秀さん、根橋、広一、いくババ 計 15 人 

感想…広一 

新年の初登山は青春 18切符で高尾山へ。15名

で賑やかな山行となりました。平日なのに観光、

登山と海外でも有名になり駅を出ると商店街も

観光客で混んでいた。 

そんな中、15 名は地味に歩き続けた。山頂は

599Ｍと自宅標高 750Ｍの私にとっては複雑な気

分。昼食もそこそこに帰路は東海自然歩道を辿り、相模湖方面へ下りＪＲ相模湖駅に。ここから各駅停車

の松本行に乗車。平日の通勤、通学列車で立ち席になっていたが、いつもの通りの宴会列車となり周りの

乗客には迷惑な話ではありました。「衣食足りて礼節を知る」お酒を飲んで騒ぐのは「桜を見る会」まで

待ってね！！ 

感想・・・ＪＹＯ 

私は青春 18切符で行く山は初めてです。朝一番電車に乗って高尾駅へ向かう車内で、山の風景を眺め山

の名前を教えてもらいながら行くと富士山が見えました。高尾駅に着くと京王線に乗り換え高尾山駅に。

10時 30 分出発。霞台園地、風景を見ながら高尾山山頂に到着。昼食を食べて、小仏城山、千本良、途中に

さざんかが咲いていました。相模湖駅に到着し信州に向かいました。皆さん 1日有難う！！ 

感想・・・靖子 

青春 18 切符、和やかな雰囲気で高尾山に向かいました。晴天に恵まれ穏やかで 6号コースを進むと整備

されたアルタの階段が続き山頂と小仏城山で富士山がとても綺麗に見えました。皆さんの楽しい会話を耳

に、下山しました。初参加でちょっと緊張気味でしたけれど、皆さんに声を掛けて頂き楽しい一日でした。

有難うございました。 

 

三つ峠山（1785ｍ）   2020/1/11  

参加者 白馬の山人、伸二、尾形、じゅんちゃ、順子、いく

ババ、聡子、ともよ 

感想…ともよ 

大町勤労者山の会の皆様、期間限定会員の谷口です。

どうぞよろしくお願いいたします。昨年 12 月 14日に広

島で登山して 1か月振りの登山です。皆さんに遅れない

ように頑張ろうとただそれだけを思っていました。 



松川道の駅 6：00集合。道の駅から 150KM先の登山口です。

白馬の山人さんの車で快適に走行中、美しい山並が！！「あ

の山はどこですか？」順子さんが「八ヶ岳よ」谷口「あ・・・

憧れの八ヶ岳！登りたいです！」と会話しながらのドライブ。

高速を下りて登山口への道路では雪化粧の富士山！！こん

なにきれいなんですね！！あまりの美しさにため息です。 

8：30 分登山口到着。9：10 分出発。登り始めて間もなく

登山道に雪。ウーン上手く登れるか？9：30 分衣服調整。何

回か滑りながら展望所到着。目の前に大きな富士山！しばし

撮影タイムです。展望所の霜柱の大きさにびっくりです。高

さ１０ｃｍ位ありましたよ。私は今まで見たこともない質と量にほんとにびっくりでした。山頂は風が強

く、少し下った所のベンチで昼食。１２時過ぎに下山開始。いよいよアイゼン装着。私は久しぶりなので

雪がなくなってもしばらくアイゼン歩行の練習をしました。良い練習になりました。 

１４時母の白滝。ここまで車で来ることができます。14：35 下山口河口湖浅間神社に到着しました。美

しい風景、楽しい会話、本当に楽しい山行でした。 

 

三つ峠山に参加して・・・反省  宮 島 

 

① 複数の車で登山口に向かう場合は出発前に打ち合わせをする。特に高速道路で移動をする場合はどこで休息 

するか、またどこの IC で高速を降りるか確認する。 

② 助手席に座る者は特に IC から降りる場合は運転者と確認し、うっかり通過しないよう十分注意する。 

③ 助手席に座る者は運転者をアシストするよう事故の起きないよう十分注意する。 

登山口と下山口が違う場合に車を回して置く場合は必ず、置いてある場所が分かるものが同乗する。 

 

飯盛山～しらびそ小屋  1.13～14 

参加者 秀さん、ねはし、順子 

行程 1 日目  野辺山獅子岩登山口～飯盛山往復～稲子湯登山口

～しらびそ小屋（稲子湯登山口まで往復、秀さん） 

しらびそ小屋泊 ねはし、順子 

2 日目  しらびそ小屋～稲子湯登山口 

感想   ねはし 

飯盛山はその名の如く、茶碗におてんこに盛られた様子

で穏やかな美しいラインの山容で幸せを感じさせてくれま

した。駐車場には雪

はなく、山道に入る

とうっすらとした

雪の下はつるつる

で即アイゼンを装

着しました。富士山

もバッチリ。八ヶ岳

は裾野の大きさに

しらびそ小屋 朝の天狗岳とリス 



改めて感動しました。パノラマ抜群なので季節を変えてまた行きたい山です。しらびそ小屋への登山道も

雪があったのでアイゼン装着。小屋でリスと天狗岳の素晴らしい雪景色を見たり、小屋のおかみさんと話

しをするなどゆっくり過ごしたことに大満足です。この山行はずっとアイゼン装着。リーダーから装着方

法、歩き方、ストックの使い方などを教えてもらいました。お陰様で滑らず転ばずのアイゼンデビューを

果たすことができましたことも私にとって大きな収獲でした。アイゼンって優れものですね。 

 

守屋山（1650.3ｍ） 2020/1/13  参加者 鶴ちゃん,eiei、靖子 

感想・・・ＥＩＥＩ 

高尾山の帰りの車中で１３日松本の城跡巡りでもと話していたが、靖子さんより参加したいと連絡あり、それじゃ

山に行くかと急遽変更し、当日は霧訪山に向う予定だったが高速道から見る霧訪山は雪雲がかかっており、やばいと

判断し晴れ間の覗く諏訪の守屋山に変更する。車道を突き進みキャンプ場まで乗り入れる。雪山初登山の靖子さんに

雪山歩行やアイゼン歩行など教えながら登頂する。眼下に諏訪湖が広がり、３６０度の景色を楽しむ。ラビット小屋

で最近定番の鯖缶うどんを食べる。人気の山で大勢の登山者で賑わっていた。４本爪のアイゼンで慎重に下るなか、

追い越す登山者の足元はチェーンアイゼン装着者が多かった。帰りにモンベルに寄って実物を眺める。爪は短いが足

裏全体に装着できるので安定感、安心感がある。これからの軽アイゼンはチェーンアイゼンだと実感した。 

 

大町勤労者山の会 新年会 1/16 

大町市 皆宏美味  

１５名の参加で多いに盛り上がる！！ 

雪上訓練  1.18 場所 ヤナバスキー場あと 

参加者 白馬の山人、五十さん、文ちゃん、共代さん、 

聡ちゃん、順子 

報告＆感想・・・順子 

ヤナバスキー場跡は雪が少なく、訓練したところは、

３０ｃｍくらいの雪がありました。 

訓練内容は、ビーコンの使い方、埋まって

いる人を想定して探してみる。アイゼンを着

けずに上り下り、着けて上り下り、ピッケル

の名称、使い方、ピッケルを持っての上り下

り、方向転換、滑落停止訓練、懸垂下降、ス

ノーマウントづくりで 3 時頃まで受けまし

た。中でも、滑落停止訓練は、恐怖心が先に

なり、ピッケル操作が難しく、自分にピッケ

ルが刺さるのではと慎重になりました。何回

も繰り返し体に覚え込ませることが必要だ

と感じました。 

また、スノーマウントづくりは、6 人のリュックを雪の台に置き、ツエルトを被せ、雪で周囲をおおい、

入り口から雪を掻きだします。30 分くらいで 1 個完成ですが、雪の台を作る、入り口をあまり横に広くし

ないように開けてゆくのが、ポイントだそうです。中から 1 個ずつリュックが落ちて出てくるのは、面白

懸命に滑落停止訓練する文ちゃん 



い。中は、暖かくて大人 2 人が入れる大きさでした。中に入って、外から棒で刺して、人間と土の感触の

違いを体験、全く違いました。また、雪崩の雪の重さを体験、ほんの少しの雪でも体が動かせないことが

わかりました。高い冬山に行かなくても知っておいて、まさかの場合に対処できる方法を訓練しておくこ

とが必要だと感じました。  

 

報告＆感想・・・ともよ 

簗場スキー場上部に向けて登山開始。「スノーシューで歩行しても良いよ」

の白馬の山人さんの言葉で。 

★ビーコンチエック・・・受信、発信を確認。発信ビーコンを遠くに置き、

サーチしていく。電波の出方、特徴の説明を受け、矢印の方向に少しずつ進

む。段々距離が近づいて発信ビーコンを発見。 

★ツボ足での雪上歩行・・・斜面の登り下り、トラバース。見本を見せても

らい個々に指導を頂きながら練習。 

★アイゼン装着での雪上歩行・・・足幅を心持ち広げてパンツに引っ掛けな

いように気を付け。転倒しない事が大切。 

★滑落停止訓練。斜面に仰向けに足から滑落。胸の前にアックスを持ち、身

体を完全に回転させて、全体重をアックスにのせる。足を上げて雪面にアイ

ゼンが引っかからないように気を付ける。頭から滑落の場合、同様に行おう

とするがと共代には難しかった。 

★固定ロープでの確保 

★懸垂下降・・・ロープワークの名称を忘れてしまった。半マスト？初めて

下降してその安定性にびっくりした。斜面設定が簡単だったので恐怖心もな

く行えたが、もう少しはハードな斜面で練習する必要があると思った。（自

分の課題） 

★スノーマウント作り・・・なるべく平地を選択し雪を積み上げる。高さ５

０ｃｍくらいの雪の台の上にザックを６個立てて並べた。その上にツエルト

をかけ雪を積んでいく。雪山が綺麗に出来たら下部から掘っていく。ザック

を下方に落として取ります。内側を綺麗に整えて完成。中に入ると暖かくて

驚いた。初体験もあり、とても有意義な時間を過ごしました。私自身の力量

を底上げする必要を痛切に感じました。ありがとうございました。 

 

長峰山～光城山縦走  1/19 

感想・・・ひろ子 

長峰、光城山のメインルート以外のお寺（明科雲龍寺）～光城山

神社コースへのロングコース？を（私には）教えてもらうための山

行となった。 

明科中学校上の雲龍時（桜が奇麗咲く季節）に車を止め、まさか

のいきなりの急登を越え、三峰様（祠）、短歌の石碑、池を経て稜

線の北斜面（ちょっと淋しい）を抜けるとマレット場あり、すると

山頂に出た。光城山の神社参拝。槍の穂先を横目に神社コースを下

山。 

雪崩て雪が体に乗ったらどうなる

か。本当は埋没体験が必要ですが 

スノーマウントづくり。中の雪を

掘り出す 



・・途中、長峰山頂ではアルプスを眺めながら広島のお姉さんの入

れてくれた本格ドリップコーヒーは最高の山カフェとなる。 

・・リーダーであるお寺コースを教えてくれたＥＩＥＩさんの手料

理の餅入りぜんざい、鯖缶入りの極上のシコシコうどんにビック

リ！！山の上の贅沢サロン。 

・・一人でゆっくりのんびりといつも歩いています。久しぶりの仲

間との山行。付き合ってくれたお二人に感謝です。   

感想・・・ともよ 

北アルプスを眺めながら会話を楽しみながら歩きました。登山道

は自転車のタイヤ跡があったり、植林されていたり、トレイルラン

ナーに出会ったり、勿論登山者も多くて皆に大切にされている山だ

と感じました。ＥＩＥＩさんがぜんざいとうどんを用意して下さっ

たり、ひろ子さんが餅を用意して下さったり、私は食べるだけとい

う只々感謝の山行でした。本当に楽しかったです。次回は私も食材

担いで登ります。 

注・・・ＥＩＥＩ  勝手知ったる山なので「無届山行」お許し下

さい。オールシーズン歩けるこのロングコースもお勧めです。 

 

天気の話（１）                                  五十畑  

長野県連盟の教育部で気象講座が松本市で 2018 年、2019 年に実施されました。この講座に参加したの

で山行に重要な情報である天気予報を理解するために有益な用語、現象を紹介し気象庁の発表する予報を

より正しく理解するための知識を紹介しますので山行計画に活かしてください。 

 

1.低気圧は天気が下り坂に。 

＊天気は西から東に移動しながら変化するので今日の西の天候が明日の東の天候に変化する。 

＊低気圧の中心では上昇気流が発生して上空で気温が下がって雲が発生する。そのため雨天になりやすい。 

＊ 低気圧は左回りなので右側では南からの風が吹きます。つまり暖かい南から湿った空気が吹くので雨雲

が発生しやすい。 

＊南の海で発生する低気圧で秒速 17.2m 以上の風が台風（熱帯低気圧）となり発達して日本に近づく。 

 

 

 

 

 

（Newton から転載） 

 

子の神地区 



2.高気圧は好天に 

＊高気圧は上空の冷えた空気が下降気流になり地上の空気が重くなって気圧が高くなり、雲ができにくい

ので好天になる。 

＊高気圧は右回りの風になるので冬の西高東低ではシベリアの寒気が吹き込んで日本海の水分を含んだ 

北西の風が強くなって新潟で大雪になる。 

＊一般的に高気圧から低気圧に向かって風が流れる。 

＊本州の上空に高気圧が居座ると一時的に冬の好天に恵まれる。 

 

雪上訓練は何のために行うのか（個人的メモ）         鈴木 均 

 いまさら言うまでもないが、雪山は高度や山域、月日、天候等によって同じ山でもグレードは大

きく異なってくる。多くの山岳会は、年末年始に冬山合宿、ＧＷに春山合宿で（北南中央）アルプ

スや八ツ岳などに入る。大町労山はいまは夏山合宿はやっているが冬春はやっていない。つまり雪

山山行は日帰りで、難易度的には比較的高くない。 

 しかし雪山や岩には行かなくても、訓練は必要である。 

 アイゼンはないより装着したほうがベターであることは当然であるが、歩行訓練を正しくしない

とその効果が発揮されない（例えばフラットフッティングとフロントポインティング）。雪山訓練

のメニューは膨大であり、一朝一夕で身に着くものではない。長い急斜面の下りや斜めトラバース

などは雪の状態でプレッシャーが大きい。とにかくリピートである。それによって安全を担保でき

る。１回や２回の訓練で、頭で分かった気になってもすぐに対応できるかが問題である。ロープの

結び方をやったことがあっても現場で使えなければ半ば意味がないのと同じである。「自分はそん

な山にはいかないから訓練は必要ない」「もう歳だから・・・」は考え直してもよいのではないか。 

 なぜ滑落するのか。なぜ 12 本爪がいいのか、ピッケルはどう使うのか（ストックではだめなの

か）とか、山といえども理論に裏付けられた豊富な実践が必要である。ただし、体力が前提である

ことは論を待たない。 

 今回の訓練は、つまみ食い的にいくつかやったとはいえ、いわば初心者的訓練であり、それだけ

で身に着くものではない。それぞれの訓練にもっと時間をかけなければならない。そのうえで初級

に結び付く訓練も必要である。 

 たとえばＧＷの北アルプスを登るに

は足の置き方一つで滑落につながる。

北アルプスの北部と南部でも違うし、

八ケ岳や南アルプスに比較して、雪の

量も風の強さも異なる（南八つの冬は

強風が当たり前と思っておかなければ

ならないが）。厳冬期では、山によっ

ては 2000ｍ級の山でも厳しい山も多

い。 

より高みを目指すのか、より困難な

山を目指すのか、基本的には自らの山

行スタイルで変わってくるので何が正

しいということではないが、訓練を重

ねることに越したことはない。 2019、4、29 西穂ピラミッドピークから独標へ向かう途中の下り（ロープを出す） 


