
  

 

 

 

大町労山総会を成功させよう 
 新型コロナウィル

スの渦中ではありま

すが、万全の態勢で

成功させましょう。 

 出席者の皆さんへ 

１、 当日は換気を頻繁に行います。そのため暖房しても寒いことが予想されるので、

室内とはいえ寒さ対策をお願いいたします。 

２、 マスク・アルコール消毒等の対策を心がけてください。体温が高すぎる場合は、

欠席のほどお願いします。 

３、 終了は１時近くなるので、弁当は会計の方で用意します。 

４、 会費・基金をご持参ください。（金額の変更予定はありません。お釣りのないように、袋等に入れ

て記名しておいてください。出席できない方は、後日振り込みをお願いします） 

５、 車はお寺の駐車場にお願いします。 

 

県連総会 ・・・・コロナ防止で異例の長野県連総会終わる 

報 告 ・・・白馬の山人  代議員７名 

3 月 15 日午後、山岳総合センターで第 55 回

の長野県連総会が行われました。急激に広がる

コロナ感染問題から異例の委任状制度を導入。

そのため、参加した代議員は 7 名（まみくとい、

上小、大町、山の会ながの、伊那）で、理事役

員 10 名（まみくとい、佐久、山の子、山の会な

がの、ロック＆ブッシュ、大町、上小、アッセ

ント）、委任状 20 名（大町、しらびそ、佐久、

アッセント、山の子、駒ヶ根、ロック＆ブッシ

ュ、松本、佐久しゃくなげ、上小、まみくとい、

山の会ながの、伊那）で行われました。 

来賓として長野県山岳協会会長の唐木眞澄氏、

全国連盟の今野善伸氏が挨拶。新潟県連からメ

ッセージが寄せられました。出席人数も少なく、

コロナウイルス感染症の対策もあり、座席も囲
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み式に。委任状の関係で総会としては成立し、

すべての議案と 2020 年度役員は承認され、栄

誉功労賞の贈与表彰も行われました。（写真は

尾形さん） 

若干の貴重な質疑応答がなされた。内容は、

①特別会計の名義は財政担当者が変わったら名

義も変えるのか。②予算案で雑収入の 50,000 円

とはどのような名目か。③機関誌部で 2019 年

度決算金額が 0 円であるが 2020 年度の予算は

10,000 円となっている経緯などが挙げられ、返

答は、「名義は変える。雑収入は確実に入金さ

れる。機関誌などは発行されているので個人立

て替えなどはしないよう、予算を 10,000 円とし

ている」でした。また 2020 年度は各会に会員数

×500 円を助成できるよう加盟団体助成金とし

て予算に盛り込んでいるなどの説明もありまし

た。 

代議員の感想  としこ 

コロナの影響で、マスクはもちろん手の消毒、

換気のため、窓など開放して行われた総会でし

た。役員のほか、代議員 7 名委任状 20 名で開

催。時間的に早めに切り上げる必要があったせ

いか、ほぼ、執行部の案どおり承認された。雰

囲気は、重い。この状況では、仕方ないのかも

しれない。                        

文子…3 月 15 日県連総会に代議員で参加しま

した。コロナウイルス感染防止で、手洗い、マ

スク、体温測定、ｹｲﾀｲ、筆記用具の除菌、机と

椅子の消毒、部屋の換気と厳戒態勢でした。来

賓 2 名役員理事 12 名代議員５名で、静かな総

会でした。すべての議案が承認されましたが、

代議員５名では少なすぎて緊張しました。 

 

 

 山 行 報 告 

守屋山 2020・2/28 晴  

 参加者  みよちくりん・順子・文ちゃん・いく

ババ 

感想：いく

ババ 

 お誘い

いただい

て久しぶ

りに会のメンバーと山に登りました。 

 9:40 杖突峠上のキャンプ場から登り始めます。思ったほ

ど雪が無くツボ足で上がります。キラキラした木々が綺麗

です。エビの尻尾となった樹氷に感嘆の声を上げ、シャッ



ターを切ります。昨夜からの寒波で木々に花が咲いたよ

うです。途中凍っている急坂でアイゼンを装着しました。

東峰を過ぎ 11:40 西峰へ。晴れ渡った空に樹氷と雪の山

並みが素晴らしいです。本日は自己持ち寄りの豚汁。各

家庭の野菜が賑やかです。大盛り二杯いただきました。

穏やかな山頂を四人で独占。 

帰り道、文ちゃんが「樹氷を食べたらどんなだろう」

と言い始め、皆で樹氷を食べてみました。かき氷のよう

でした。次回は「練乳掛けて食べたいね」となりました。 

14:15 登山口到着。諏訪湖半の「すわっ子ランド」で汗を流し帰路に着きました。運転、計画をし

てくださった順子さん。楽しい一日にしてくださった皆さま、ありがとうございました。 

 感想・・・としこ 

舗装道路に雪はなく、駐車場からうっすら雪がついたみ道をキャンプ場まで入る。登山道は、雪

は、少ない、途中が凍っていてアイゼン装着。頂上付近は、雪も少なく、日陰の下りは、凍結して

いるところもある。風もなくおだやか。昨日からの冷え込みで丈の短い笹にまでエビのしっぽがで

きていて諏訪の寒さを実感。陽に照らされてきらきら輝く雪がきれいでした。気温があがり、帰り

は、エビのしっぽがぱらぱらと落ちてくるのも初めてでした。こんな守屋山は、初めてで、みんな

感激していました。エビのしっぽを食べてみたり、木を蹴って落としてみたり、えびのしっぽは、

その後氷へと変わり消えていきます。新発見の 1 日でした。ヒヤリハットは、なし。 

 

栂池自然園 2020.3.6    参加者 五十畑、ともよ 

感想・・・五十畑 

今年の冬は異常な雪不足で雪が降

っても翌日雨になって溶けてしまい

ます。例年は３月末に栂池ロープウェ

イが運行するのが、今年は１ヶ月早く

運行になりました。そこで春の山スキ

ーのため積雪状況を下見に栂池自然

園に行ってみました。快晴の予報だったがスキー場下部では霧がかかっていた。自然園では霧が晴

れて素晴らしい青空になった。ロープウェイ駅の案内員の話では、今日は１００人入山したとのこ

と。ほとんど人は天狗原に向けてスノーシュー、山スキーで登っていく。 

自然園は昨日までの降雪で新雪が２０cm ほど積もっているが、先行者の踏み跡がしっかりつい

ていて今日は相当数の入山者がいるのがわかる。自然園は木道を周遊すると３時間くらいかかるが

雪原なので緩やかな道をゆっくり登る。金山沢手前の尾根に向かって登り、途中で昼になったので

のんびり昼食とする。 

今年の積雪は少なくてブッシュが埋まらないで露出している。５月の連休には金山沢で猿倉へ下

る山スキーは難しくなりそう。白馬乗鞍の東面を滑降しているグループがいて気持ち良さそう。昼



食休憩して栂池ロッジに向けてゆっくり滑降して戻る。その後栂ノ森からハンノ木コースを下って

駐車場まで戻る。 

ともよ 

当日は晴天で空の碧さが印象的でし

た。白馬乗鞍岳、杓子岳、白馬鑓ヶ岳が

くっきり見えて本当に感激！！ 

天狗原へのルートは中々の斜面でし

たが、自然園のルートは斜度が易しくて

終始楽しめました。お昼ご飯の後のコー

ヒーがことのほか美味しかった！来シ

ーズンは蓮華温泉へのルートと猿倉へ

のルートに挑戦したいなぁと思える山

行でした。いつもお世話いただいく五十畑先輩、ありがとうございました。 

戸谷峰  ２０２０  3/11 参加者 いくババ・文子 

感想・・・いくババ 

天気が良さそうだという事で急遽戸谷峰に行ってみることにし

ました。登山口から急登で息が切れました。今日は寒くなるとの予

報でしたが、登っている間は丁度良く登れました。登りは誰にも会

いません。山頂は流石に風が強くなり、お昼も手早に済ませまし

た。下山中、文ちゃんが福寿草を見つけてくれました。そこは春

になると二輪草が一面咲くところです。花の咲く時期に再び来よ

うと下山しました。あまりにも調子良く下山したので物足りない

と、近くの光城山にも登ることにしました。福寿草の群生を見つ

つ長嶺山まで足を伸ばしました。さすがに頂上までは疲れました

が、文ちゃんのおやつで復活。無事駐車場に辿り着来ました。長

嶺の眺望が今一つだったのが残念でした。冬の間の運動不足を思

い知らされた山行でした。 

 

赤禿山山スキー 2020.3.13 単独 

報告＆感想・・・五十畑 天気予報で好天なので赤禿山に行っ

てみました。平岩から山之坊集落(10:30)までスキーで林道を

歩き始めるが、ところどころ雪がなくてまるで５月のよう。大

峰峠から樹林帯をシールをつけて登るがヤブがうるさくて時

間がかかる。例年ならヤブが雪に埋まって登りやすいのだが。

それでも尾根に出ると明星山南壁が見えてきて、去年登ったこ

とを思い出し気合いが入る。風もなくて暑いくらい。やがてブ



ナの林になり樹木の間隔も広がって登りやすくなる。赤禿山手前のピ

ークで昼の大休止(12:30)。新潟側に糸魚川の海岸がはるかに見える。

今日のところはここから下山する。ザラメの樹林帯を滑降してあっと

いう間に大峰峠について林道を山之坊集落に到着(13:30)。 

若穂・太郎山（996・9m） 

・・・参加者 つるちゃん、EIEI ,じゅんちゃ、宏一＋3 

報告＆感想…じゅんちゃ 

 須坂長野東 IC を降り、集合場所で合流。太郎山登山口である天王山

口に向かう。いくつかの登山コースはあるが今回

は尾根筋を登るスカイラインコース。前日降った

雪で滑りやすく慎重に登る。高速道路線内トンネ

ルの上を通過し、こしき岩で休憩。登山道脇には

ダンコウバイの黄色の花が散見できる。頂上下の

登山道は雪が枝に付いて太陽の光で大変綺麗だ。 

頂上から飯縄山、黒姫山、斑尾山等が眺望でき

山座同定を楽しむ。樹木に着いた雪が融け落下す

るので昼食を摂る場所に苦慮。下山道脇にある、

こしき岩の上に登り再度眺望を楽しむ。下山口ま

で慎重に下った後、松代荘で汗を流し、長野 IC より

帰宅。 

総括として里山ではあるが、なかなかハードは登山

コースであったと感じた。 

ヒヤリハットや危険個所 

登山道は前日降った雪で、粘土質の部分もあ

り、滑りやすく慎重に下る。 

感想・・・ＥＩＥＩ 

コロナの影響を考慮してトレッキングを延期とし

た。そのメンバーと飯綱山を計画していたが天候悪化

で２０００ｍ級は雪と判断。急遽、山を変更して長野に住んでいる仲間が太郎山を設定してくれた。

１０００ｍ以下なのでたいしたことないと気楽に登山口に着いたら、スカイラインコースで 2ｈ40

掛るという。歩き始めはダンコウバイの咲くのどかな風景と高速道のカーブを眺め、安曇野とは違

うと感じつつ歩く。そのうちに積雪が現れ、靴に落ち葉と一緒にくっつき歩きづらい。そうしたら、

目の前に岩峰にロープ！！ここを登るんかい！！雪で滑りやすいので慎重に踏破。山頂では２０cm

くらいの積雪があった。木立は雪の花でなんてきれいなんだろうと感激ひとしお。気温が上がるに

つれて雪のシャワーを浴びながら下山する。岩稜帯の危険個所は巻道があってやれやれ。こしき岩

に登って善光寺平の眺望を満喫。大町のメンバーは皆初登頂。里山も変化があり捨てたもんではな

い！この山はコースも何ケ所もあり、自分の体力に応じてトライしてはとお勧めの山でした。 



「冬」がなかった今シーズンの白馬             白馬の山人 

白馬村に今年は冬という季節があったのだろうかと思うほど雪が少なかった。少ないというもの

ではなく、ほとんど降らないといったほうがいいかもしれない。「ほとんど降らない」という意味

は、これまでの白馬村の感覚であって都会の降雪の感覚ではなく、降っても数センチ程度の日が多

かったということだ。大雪警報が発令された日がなかった（？）し、大雪注意報が３回くらい出さ

れただろうか。そのときは車の屋根に１５センチ程度積もっただけだ。道路にも除雪車が出動する

ことは少なく、家でも昨シーズン前に購入した除雪機を動かすことは数回だけで、パワーがあるの

ですぐに終わってしまう。昨シーズンまでは何度も赤い携行タンクにガソリンを満タンにするため

に近くのスタンドに通ったが、今シーズンは最初に入れただけだ。出かけるときも帰ってきたとき

も車の出し入れのために除雪しなければならない年に比べれば、

生活は格段に楽だ。気温が上がると家の周りは土が見える日もあ

り、３月初めには西側なのに蕗の薹が芽を出し始め、福寿草もい

つもなら雪解けの４月だが、早くも顔を出してきた。 

 年齢とともに雪山に登るのもスキーも少なくなってきたが、こ

の冬は乗鞍善五郎の滝でのアイスクライミングや四阿山の山スキ

ーに。統計的には、白馬村近辺の降雪量は平年の 2 割程度といわ

れ、八方尾根スキー場ですらゲレンデは下まで滑ることができず

ゴンドラで下山せざるを得なかった。 

 なぜかテンションがあがらないまま冬が終わろうとしている。

だらだらと、なんとなく冬から春へ。いつもなら長い長い冬が終

わると、あっちこっちで花が咲き始め、「あー、やっと春が来た

なあ」という思いは今年はないかもしれない。 

   追記 

 昨日から突然冬型の天気図。３月 16 日午後、今度はなごり雪と

はいえない、家の前で２０センチ近くの積雪になり、今も降り続

いている。 

 

我が家の癒し…いくババ宅    見事なクリスマスローズ 

 

10 年前から少しずつ増やしたクリスマスローズが今では庭いっぱいになりました。70 株以上に

なっています。花の少ない今の時期の庭を彩ってくれます。恥ずかしいがりやなのが難点ですが。

クリスマスローズの楽しみは交配してどんな顔の花が出てくるか？です。 



18 切符の旅…ＥＩＥＩ  

コロナウイルスの騒ぎの最中になんと非常識と思わ

れる行動で飯田線の旅に 1 泊 2 日で出かけた。 

ダイヤ改正で松本から中津川まで乗り換えなしで行

ける。金山から東海道線で豊橋まで快速に乗る。愛知県

はウイルス蔓延の地域ではあるが乗客はマスク着用者

が 意 外 と 少 な い 。     

我々一向はしっかりマ

スク姿。ここから、電車

の乗り継ぎが悪い。本

長篠まで 40 分程待つ。

本長篠から今日の宿は

2 駅なのでここで以前

から気になっていたの

で、鳳来寺山に行って

みることにしてバスに

乗る。10 分ほどで着く

がここでまた、帰りの

バスが電車の時刻とかみ合わず、途中の仁王門まで・・・。

石段が 1400 段続いているそうです。岡谷行で 2 駅目の湯谷温泉に泊まる。山間いの温泉ではあるが

風情ある良い温泉であった。翌日は温泉発が 12 時過ぎなので時間はあるが徒歩ではなかなか名所巡

りは難しい。そんなことで次の駅まで川べりをとぼとぼと歩く。未知の土地はたわいもないことで

も楽しく思える。スマホナビを使っても道を間違えた。叔母さんグループは笑えてしまう・・・。

訪ねた人が言っていた、トンネルを抜けたら駅があると。本当にそうだった。三河河合駅から岡谷

経由で北細野まで 7 時間かけて帰ってきた。木曽谷と伊那谷を経て豊橋から 121 駅ある、飯田  線を

3 回乗った物好きな人の話でした。 

 

花 情 報 発 信 

すでに開花時期は過ぎましたが、セツブンソウの群生地を紹介します。 

・上田市の戸倉駅裏キテイ

公園 

・千曲市倉科地区 

・塩尻市日出塩地区 

・辰野町上島地区 

※ ネットで調べて下さい。 

※ 一番良かったのは戸倉駅

裏 



天気の話（２）・・・五十畑 

冬の天気図を読む                      五十畑 茂  2020.3.13 

冬の天気では、本州に対して西に高気圧、東に低気圧があると大陸からの寒気から西風が吹いて

日本海の湿気を含んで新潟側に大雪を降らせる。長野県では八方尾根で強風の吹雪でリフトが止ま

ってしまうことがよくある。白馬から佐野坂峠あたりまでが裏日本の気候の影響を受けることが多

い。その後高気圧が東進して本州に移動するとだんだん好天になる。 

2019 年 1 月１日：冬型の西高東低で大雪に。 

2019 年 1 月５日：高気圧が本州に張り出して暖かくなる。 

 

 

 

 

            

（ニュートンより） 

 


