
 

   

20.2.2乗鞍高原スノーシュー、ア
イスクライミング 
 参加者： 白馬の山人、秀さん、聡子、共代、ｴｲｴ

ｲ、五十畑、尾形、文ちゃん、しんじ、順子 

 

感想・・・順子 

スノーシュー班と氷班に分かれ、乗鞍高原を楽しみました。 

スノーシュー班は、善五郎の滝～牛留池～あざみ池～ネイチャ

ープラザ一の瀬～白樺の小

道を抜け、善五郎の滝まで

の周遊です。 

9 時 30 分に出発、所々に

東屋や携帯ブースがあり、

携帯ブースの中には、200

円で携帯トイレ用品も買うことができるようになってい

て、環境に配慮されていました。ネイチャープラザ一の瀬

では、男女一カ所和式トイレが使えるようになっていまし

た。道は、スノーシューでは登りにくい階段、雪不足で雪

のない舗装道路を一部通過しましたが、それ以外は、雪が

しまっていて歩きやすかったです。1 

3 時 15 分ごろ、善五郎の滝に戻りましたが風もなく、青空に映える乗鞍岳を見ながら、ぽかぽ

か陽気の中、スノーシューを満喫することができました。11 日もお天気がいいといいな！！       
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感想・・・さとこ 

7:00 に松川すずむし荘集合。アイスクライミングが出来な

かった場合も考えワカン、ストックも持ち大荷物。8:40 駐車

場に着き身支度を調える。快晴で乗鞍岳が美しい！         

9:30 善五郎の滝に到着。滝はあまり凍っておらず去年登った

という小さめの滝も水が滴っていて登れそうもない。大きい

滝の唯一登れそうな箇所には 4 人組パーティーの先客がい

て、何本か登ったら帰ると言うことなので順番待ちすること

に。待つ間近くの斜面でアイスバイル、アイススクリューの

使い方を教わって練習。アイゼンを付けた足を水平に雪面＆

氷に蹴り込まないといけないのに踵が上がってしまう・・難

しい。 

先客が帰ったので11:10頃から白馬の山人さんといそはた

さんがロープセット。だんだん気温が上がってきてしたたり

落ちる水の量が増えてきた。時々ドーン！と凍った滝が崩れ

落ちる。ロープセットが終わって下りてきた白馬の山人さん

は水滴でびしょ濡れになっていた。いざ初アイス！と確保し

て貰いながら登ろうとしたら氷柱にセットしたロープが凍

りついて動かない。せっかく苦労してロープをセットしたの

でタイブロックで登って、ATC の懸垂下降に変更。登った先

で自分で器具を付け替えて下らなければ誰も助けてくれな

い。うっかり器具を落とすと帰って来られないので取り扱い

に注意した。 

つるつるに凍った氷、本当に大丈夫かなと心配で何度もバ

イルをかけ直してしまった。段差の途中で怖くなってもう下

りようかと思ったけど、タイブロックは進むことしか出来な

いので下りられず頑張って段差の上まで行った。もう少し上

まで登ったら？と声をかけて貰ったけど勇気が出ず下りる

ことに。懸垂下降で体重をかけたら凍っていたロープがずれ

ガクン！と少し落ちた。何が起こったのか分からず停止してから ATC を見たらストッパーの部分

からロープが外れていた。今回は着地できる場所があったから良かったし、バックアップも取って

あったけど事故はこういう風に起きるのだと実感。文ちゃん、ともよさんと一人一回ずつ登ってこ

の日は終了。初めてのアイス、怖さもあったけど楽しかった。バイルとアイゼンが効いてサクサク

登れるようになるともっと楽しいかな。 

アイススクリューを使って氷に穴を開けて支点を作る方法も教わった。14:00 頃撤収したが日陰

だったので帰る頃には寒さが身にしみた。スノーシューチームは天気の良い中景色を眺めながら

歩けて最高だったそうだ。 

ヒヤリハットや危険個所 

日陰で待ち時間があり、体を動かしていなかったからか寒さで手がかじかんで操作がしにくい

などがあった。今回は駐車場のすぐそばだったが、簡単には下山出来ない場所を想定して体温維持 

の方法を知っておく必要を感じた。 

 



2020/2/11 県連交流山行 乗鞍高原善五郎の滝アイスクライミング 

参加者 白馬の山人、五十畑，しんじ、尾形、じゅんちゃ、文ちゃん、聡子、佳美、共代、ＥＩＥＩ 

 

感想・・・文ちゃん 

暖冬の影響で心配され

ていたアイスクライミン

グでしたが、この所の冷

え込みで期待が膨らみま

す。第 3 駐車場 9 時到着、

装備を整え挨拶の後 9 時

半スノーシュー班とアイ

スクライミング班に別れ

て出発しました。 

アイスクライミングは

松本労山３名、大町労山

５名の計 8 名。1 週間前

の下見の時より氷瀑が広

がり右側の小滝も凍っていました。祭日という事もあ

り次々にクライマーがやって来ます。他のグループの

方と話し合い、お互いのロープを共同で使い交代で使

い登ることにしました。私達のグループは右端の小滝

（10m）からです。松本労山の方はアイス用のアイゼ

ンを着けスイスイ登っていました。大町労山の女性 3

人は苦労しながらも何とか登りきれました。人数が多

いので午前中は 1度登っただけでした。陽が当たる雪

の斜面で 30 分ほど昼食休憩をしている間にも人数が

増え、多い時でロープが 8本も下がり 5 人 1度に登っ

ていました。 

午後は 20ｍの氷瀑です。若い方達は難なく登っているように見えましたが、いざ自分が登って

みると思ったより氷はもろくボロボロと崩れ、アイゼンもアイスバイルも信じきれませんでした。

下からのアドバイスを受けながら 3 分の２ほど登った所で力が尽き降ろしてもらいました。喉が

カラカラでヘロヘロになりましたが面白かったです。 

13 時過ぎにはスノーシューを終えた方達が戻って来られて合流。伊那山の会のお二人はアイス

クライミングもされていました。1日で両方体験とは何ともうらやましいです。14時 20分アイス

クライミング終了、15 時解散となりました。限られた時季にしかできない貴重な体験をさせてい

ただきました。ありがとうございました。アイスクライミングは岩とはちがう面白さがありアイス

バイルとアイゼンが上手に使えれば岩より登りやすく楽しいです。あれから春のような暖かさが

続き雨も降りました。今シーズンはもう終わりでしょうか？出来れば平日に再チャレンジしたい

です。                     



感想・・・佳美 

県連の交流山行のスノーシューに参加し

ました。前日までに降った雪のおかけでフ

カフカ雪で、スノーシュー日和！雲一つな

いお天気の中、善五郎の滝を見てからスノ

ーシュースタートです。まずは牛留池まで

歩きます。ここから見る乗鞍岳は素晴らし

くとても綺麗でした。そこからあざみ池を

めざし、口笛の径を歩きます。口笛の径は

口笛を吹きたくなる下りと地図にあり、そ

の名の通り、本当に気持ちの良い下りでし

た。あざみ池をぐるっと回ってみんなでお

昼ごはんです。みなさんからたくさん美味しいものをいただいてお腹いっぱい！戻る道は登りが

あり、少ししんどかったですが、みんなでいろんな話をしながら歩いたので、楽しく歩くことが

できました。 

交流山行はふだんお会いすることがなかなかない、他の会の方との出会いがあります。お互い

情報交換をしつつ、次の山行の予定も立てたりできました。雲ひとつない青空の下でフカフカ雪

のスノーシュー山行は楽しく、美味しく、笑いいっぱいの山行でした 

2020/2/19 残念なスキー交流  

‼ト ラ ブ ル 発 生‼ 

報告・・・文ちゃん 

尾形さんの提案でスキー場が岩岳から栂池に変更にな

り、9時駐車場に集合した時点でトラブル発生。白馬の山人車パンクです。

スペアタイヤ無し、パンク修理キットも無く、JAFに電話。白馬の車屋さん

が来てくれることになり白馬の山人さんを残して 4人で滑ろうとしたら、ま

たもトラブル発生。主人が車に積んでくれた私のスキー板が何と左右違う！

これでは滑れないので家に持ちに帰りましたが、栂池から大町往復は 1時間

半もかかり尾形さん、広一さん、白馬の山人さんは、半日とのことなので戻

っても一緒に滑る時間がありません。主人と私は栂池には戻らず五竜で滑り

ました。とんだ不注意からスキー交流を台無しにしてしまいました。皆さん

装備の点検は念入りにしましょう。 

2020/2/24 四阿山（2354M） 

参加者 白馬の山人、五十畑、じゅんちゃ、文ちゃん、順子、さとこ、共代,EIEI 

報告・・・白馬の山人 

２３日（日）の予定では１２名で行くことになっていたが、悪天の予想だったので順延した。結果

的には８名になったが、先日の乗鞍と同様で真っ青の空に樹氷がきらめいていた。予想通り、あず



まや高原ホテル前の登山者駐車場はほぼ満車

で、かろうじて山人・文子・ともよ号の３台と

も入れることができた。 

 登山道はほとんど雪がなく、兼用靴か登山靴

でスタート。いそはた・ともよさんと山人の３

人はスキーを担ぎ、他の 5 人はスノーシューを

背に歩き始めた。私は、何となく登りはじめか

ら調子がいまいち。牧場は緩い登りでみんなと

同じペースで進んだが、途中でカメラを出して

紺碧の空に輝くダケカンバを撮影してから当然

遅れる。牧場を過ぎると少し傾斜が出てくるが

シール登高はまあまあ。シール糊は二日前に新しく塗ったためはずれることはないが、それでも少

し傾斜があるとシールそのものが滑る。その登りに非常に体力が要る。一度転倒し、さらに体力を

消耗、完全に７人より遅れる。登り初めて２時間が過ぎ、いっそうスピードダウン。少しずつ登る

が息が上がる。３時間くらいで高度２０００ｍをやっと超える。ピークまであと約３５０ｍ、一人

ならゆっくり登れば行けなくはないだろうが、７人との時間差がありすぎるので、樹林帯を慎重に

少しずつ滑り降りた。 

思った以上に新雪が少なく、むしろ凍っているためシール登高は体力的に３時間程度が限界か

もしれないと実感した。メンバーのほとんどが雪の四阿山は初めてのようで、好天に恵まれて最高

だったと思う。 

文ちゃん・・・雪が少なくツボ足で登れました。真っ

青な空と樹氷が美しく山頂からの雄大な景色は素晴ら

しかったです。下りは久々のアイゼン歩行で疲れまし

た。鈍った体は筋肉痛でガタガタです。 

五十畑・・・四阿山は３０年以上前に山スキーに行っ

たが当然なにも覚えていません。ただ場所が内陸なの

で雪が少なく果たして滑れるか心配でした。８時頃に

駐車場に着いても、周りは雪がほとんどなくて今日も

ダメかと思った。それでも青空の快晴の天候でした。

牧場では地肌が出ていたが、標高 2000m以上

になってくると霧氷から樹氷に変わって冬山

らしくなってきました。頂上にはスノーシュ

ー、アイゼンの登山者で一杯になり周囲の山

の景観を楽しみました。下りは樹林の間をぶ

つからないように慎重に滑降して終了。まあ

まあ満足の山行でした。 

さとこ・・・お天気に合わせて日程をずらした

四阿山、おかげで快晴！風のない場所は暑いく

らいでした。青空に向かって歩いているような

山頂への稜線、霧氷でモコモコに飾られた木、

360 度見渡せる景色、楽しい山行でした。雪のない時期に根子岳を絡めてまた登りたいです。 



じゅんちゃ・・・記憶が定かでないが２０年ぶりに四阿山に登ることができた。快晴の中、牧場で

ある平原に出ると北アルプスの連山が遠望でき感激する。頂上付近の樹木には氷結した雪が付き

見事で、寒風も心地よい。十分冬山を楽しめた一日であった 

順子・・・天気良好、遠くまで見渡せる山々、とてもよかったのに、頂上を諦めたのは、少し残念。

甘く見て、9 合目での美味しいコーヒーでゆっくり、山々を眺められた。下りは、スキーの人が羨

ましい。スキーでトレースが消されて道が不明。少し大回りしながら無事到着。 

夏に向けて体力づくりに励もう！スノーシューは、意外と背負っても、履いても重い!! 

ＥＩＥＩ・・・久しぶりの雪山山行。天候に恵まれその神髄を堪能した。スノーシューを背負っ

て登ったがトレースがついて足が潜らなかったので使用せず。頂上手前からアイゼン歩行とな

る。本格的な雪山歩行は久しぶりです。雪山は悪天候での苦い経験しかないので避けていたが、

晴れていれば別世界なんですね。 

ともよ・・・山スキー、３時間の登りは中々ハードでした。でも途中、北アルプスがドーンと見

えた時はとても感激しました。四阿山はまた、行きたい山です。 

 

アウトは山（＾ω＾）・・・インは我が家の癒しアイドル特集 

中村家  1 月末から猫を飼い始めました。3 歳の保護猫の姉妹です。いきなり 2 匹なので、こっちを気に

し、あっちも気にしで大変ですが姉妹なので寂しがらないで良いかなと思っています。 

名前はトラ柄が｢くう｣、三毛が｢ねる｣、食う寝るです。可愛がりすぎて山に行けなくならないか心配です！ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

谷 口 家 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

我が家に来て 7 年 「こいこい」♀です。  

娘夫婦と孫にはなついていますが、私には

なつきません。時々猫パンチです。 

我が家に来て 1 年 3 ヶ月 「カムイ」♂で

す。誰にもなついていて、車が来ても避けま

せん。 

 



鶴 川 家 

「メダカ」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

埼玉県羽生市からペットボトルに入って信州へ転入。 

 

 

尾 形 家 

娘が小学校低学年

の 13年前に拾つて

来てからの同居猫で

す。名前はドラ。今

では大事な家族で仕

事が終わって家に帰

ると、ニヤニヤと迎

えてくれます。 

旅行で留守の時は石

井さんが餌を遣つて

くれて感謝です。 

   

※お礼申し上げます※ 

この度、父の葬儀につきましては大町労山会員の皆様よりお志を頂きました。紙面をお借りし

て御礼申し上げます。誠にありがとうございました。  ＜鶴川 栄・栄子＞ 

 

我が家に来て 7 年、「こいこい」♀です。  

娘夫婦と孫にはなついていますが 

私にはなつきません。時々猫パンチです。 

我が家に来て 1 年 3 ヶ月 「カムイ」♂で

す。 誰にもなついていて、車が来ても避け

ません。 

 

毎日我が家に遊びに来る 

近所の「又三郎」♂です。 

大町労山総会 
 4 月 5 日 山岳総合センター   

前日山行（大姥山）と懇親

会後センターに前泊（希望者）   

講演は山岳博物館千葉先生 
「北アルプスの高山植物
と気候変動」 

どこでしょう？1/26 撮影 


