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６月 30 日の臨時総会には

18 名の会員が出席。定期総

会以降の議論をふまえ、以

下を決定しました。  

1．大町労山独自で山小屋支

援を行う。  

2．対象の山小屋は ①餓鬼

岳小屋 ②晴嵐荘 ③三俣山

荘・水晶小屋・雲ノ平山荘  

 ④野口五郎小屋・烏帽子小

屋 ⑤船窪小屋 ⑥針ノ木小

屋・大沢小屋 ⑦種池小屋・

冷池小屋・新越山荘  

3．支援金は各オーナーに 3 

万円 名目は見舞金  

4．資金は特別会計の無事故

報奨金 6 万円と予備費か

ら 15 万円  計 21 万円  

 各山小屋オーナー宅・事務

所には、谷口会長を中心に

尾形・勝野・鈴木が訪問し

ました。 

（右は大糸タイムス、次ペ

ージは信毎での報道記事で

す） 

７～９ページに、各小屋の

状況をまとめてあります。 
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山 行 報 告 
燕 岳 2020・7・2 （日帰り）広一 

登山口(6:40)→(9:20)合戦小屋→(12:00)燕

山荘→(14:40)登山口 

駐車場は登山客が少ないため、橋を渡った

第 1 のみ使用 20 台ほど。県外は 5 台。合戦

小屋まで下山者無し。登山道は昨年より良く

整備されていた。登山道には残雪無し。燕山

荘は中旬には開く予定とのこと。合戦小屋も

同じく。 

今年もスイカはあるそうです！ 

ガスのため燕山荘往復 

燕 岳 2020・7・19（日） 日帰り  

EIEI・靖子＋4 

感想…靖子 

梅雨の長雨、久々に山々が顔を出し青空の

もと、中房温泉へ向かう。登山口では 1人一

人検温を済ませフェイスガードを付けたパ

トロールの方ら 100 人の泊り客があり、すれ

違いの時はマスクをつけイヮカガミ、ゴゼン

タチバナ等が花をつけていて癒されました。

本線が閉鎖されていたので巻道で最後の急

登へ向かいました。コマクサの群生が可愛い

花を咲かせ、槍ヶ岳もくっきり見ることがで
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き、素晴らしい展望でした。感染予防に注意しながらの下山でした。 

感想…EIEI 

県連時代のメンバーと松川道の駅で集合し、今回は初めてそこから登山口までタクシー

を利用する。降りれば即登山開始のはずが、今回はコロナの影響で検温や事前説明などを受

け、いつもと違った空気感が漂う。ゆっくりと登り、１２時に燕山荘に着く。久しぶりの裏

銀の山並と槍ヶ岳の姿に感動！！帰りの時間を考えると山頂は断念。下山中に会話した人

の中にロシアの女の子がいた。ハバロフスクとクリミアだという。日本には来ているが、お

互いにロシアの出身地には行ったことがないとか。広大な国です・・・。マスク着用が多か

った。何か異次元に来たような登山スタイルになっている。 

  

鳥海山・月山 登山記録 ２０２０・７・２３～２６ 

                    参加者 じゅんちゃ・ツルちゃん・EIEI ＋１ 

２３日（木）海の日 

 田淵行男記念館朝５時集合し快調に 

高速終点の朝日まほろば ICへ。その後 

あつみ温泉へ向かう。あつみ温泉万国 

屋を望む足湯エリアで休息し一息入れ 

る。あつみ温泉 ICから酒田 ICでおり 

酒田市内に観光に向かう。土門拳記念 

館前を通り、さかた海鮮市場へ。ここ 

は飛島への定期船発着所でもある。海 

鮮の店は行列ができており、ラーメン 

屋に変更したが、ここの味は最高であ 

った。次に本間美術館と「本間氏別邸 

庭園」鶴舞園を見学後、本間邸旧本邸 

を見学。遊佐町にある西浜キャンプ場 

へ。到着するとキャンプ場は満杯状態、 

テントを張る場所も大変なので、遊佐 

町の JAスーパーマーケットで食材を 

買い鳥海ブルーラインで鉾立山荘へ。 

ここも駐車場は満杯でテントを張る良 

い場所がない ので少し戻り、大平山荘 

下の駐車場奥 にテ 

ントを張る。 

天気も思わ しくなく、翌朝まで雨が 

降る。 

 

鳥海湖 

旧山頂七高山 
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２４日（金） 

 早朝、天気は思わしくないが、近く

にあるテントの若者たちは早々テン

トを撤収し、鳥海山に出発して行っ

た。私たちは、なかなか出発の踏ん切

りができず、協議した結果、天気が荒

天すれば引き返すつもりで出発す

る。しかし、登るにつれ天気は好転し

鳥海山の頂上も見え元気がでる。雪

渓もところどころにあり、花も盛り

で十分楽しみながら御浜小屋に到着

する。 

 以前来たときはガスで見えなかっ

た鳥海湖が手に取るようにみえるし、

登山道脇にはニッコウキスゲの群落

があり、花の鳥海山といわれるのがよ

くわかる。 

アップダウンを繰り返し千蛇谷コ

ースと外輪山コースの分岐である七

五三掛（しめかけ）に到着。 

登りは外輪山コースを登り、下山は

千蛇谷コースを取ることにする。文殊

岳、伏拝岳、行者岳を越して歩いていると、見たことのある人が歩いて来て、躊躇したが声

を掛けると、佐久山の会の池田さん一行だった。全員で記念撮影をする。 

 七高山（２２２９ｍ）に到着。昭和４９年に爆発する前までは、ここが鳥海山の頂上で一

等三角点がある。いったん少し下山し昼食を摂ってから雪渓と大きい岩が点在する登山路

を登って新山（２２３６ｍ）に到着。頂上は狭く記念写真を撮るために順番待ち。胎内くぐ

りをしながら鳥海山神社に下山。ここから千蛇谷の雪渓を慎重に下り、分岐点である七五三

掛に向かう。途中ポリスのいで立ちをした若者二人に遭遇し話をする。 

長い登山道を歩きながら御浜小屋で休憩後、石畳を歩きながら鉾立登山口に向かう。石畳

の登山道は膝に来て大変であったが、登山靴は汚れることはなかった。 

 車に戻り、次のキャンプ地である羽黒山に向かう計画であったが、少し下ったところに大

平山荘があり、ここで風呂に入る。ロビーで協議し、運よく空き室があるとのことで宿泊す

ることに決定（一泊２食付き 6040 円）テントも濡れており気持ちも荒

んでいたが、温かいフトンでぐっすり寝られ疲れが癒される。 

２５日（土） 

 朝はゆっくり出発し、月山の登山口である弥陀ヶ原駐車場に向かう。

月山高原ラインはなかなか長い道で道も狭く慎重に進む。 

佐久・池田さん G と 

千蛇谷雪渓 
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 二回きている弥陀ヶ原駐車場は、以前に比べ満杯ではなく駐車することができた。月山を

望むが天気が悪く眺望ができないが、折角きたので EIEI さんと二人で登ることにし、天気

が悪くなれば下山することを含み登り始める。途中傘をさしながら登るが、一時的に強い雨

が降ったので相談して下山することにする。お腹もすいたので良い場所がないかと探しな

がら下山すると、灌木の下が濡れていないので昼食を摂っていると、埼玉から来た初老のお

じさんが湿原が最高であるから見たほうが良いとアドバイスしてくれたので昼食後散策す

ることにする。 

 二度きているがスルーし駐車場に戻ってしまったので、今回が初めて。行ってみると池塘

が点在しニッコウキスゲや多くの湿地帯に咲く花のオンパレード。来てよかったと実感す

る。雨もやみ観光客が全くいないので一人占め。 

 御田原参篭所を下っていくとツルちゃんと K さんが上がってきたので、また少し登りあ

げ、ベンチで休憩してから駐車場にもどる。 

 弥陀ヶ原から下って羽黒山五十塔に見学に行く。杉の大木が多くあり天気のせいか湿気

を多く感じる。五十塔や滝があり十分堪能

する。（出羽三山は月山・羽黒山・湯殿山） 

 今日は鶴岡市へ下り、鶴岡市内に宿泊す

ることにする。駅前通りにツルちゃんが見

つけた大和館に宿泊することに。素泊まり

３，５００円とリーズナブルでゆっくり休

むことができ、居酒屋で飲んだ後、店の人

に案内されラーメンを食べに行く。なかな

か美味しい味であった。 

  

２６日（日） 

 早朝に大和館を出発し庄内空港 IC で高速に乗り湯殿山 IC で下り一般道を走り、月山 IC

で再度乗り西川 ICで降り左沢（あてらさわ）駅を通過し朝日町、白鷹町を最上川と並行し

上流へ。道の駅白鷹ヤナ公園で休憩し鮎の簗場を見学後、長井市、飯豊町、小国町を通過し

関川村に向かう。 

途中「道の駅いいで」により休憩。関川村

の前にある豪農、国指定重要文化財渡邉邸を

見学。その後、関川村で昼食を摂り荒川胎内

ICで乗り安曇野 ICへひたすら走り、今回の

山行は無事終了した。月山の頂上を踏めなか

ったのが残念であった。３回来ても天気の良

い月山には残念ながら登れなかった。 

感想・・・ツルちゃん 

３泊４日の山旅の走行距離は 1185 キロで

した。登山より楽な運転を今回は１人で担当
白 鳥海フスマ 紫 岩ブクロ 
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しました。信州に比べて格段に道路が良くとても走り易かったです。印象に残ったことは、

鳥海山は花が多くて癒されたが大きい山なので、往復１０時間行程で疲れました。それと宿

を２泊しましたがどちらも格安で親切でした。東北の人はやさしい！！ 

感想・・・EIEI 

２０年近く前、全国女性集会が東北の白神山地で開催され、そこに参加するために寝台特

急に乗って向かいました。朝方、車窓から眺めた鳥海山の雄大な姿がずっと心の中にありま

した。いつか登ってみたいと。そして、今回漸く実現。当日は不安定な天候で登ることに皆

迷いましたがリーダーの判断で決行が決まり、高度が上がるにつれて視界が開けて日本海

に飛島、山頂も見えて、皆で諦めずに登って良かったと。私が会いたかった、固有種の鳥海

フスマ、鳥海アザミに感動！！鳥海湖の周辺は花が最高に奇麗。書ききれないほどの種類の

花々。外輪山と内輪のコースを回る。浅間山とは比較にならないスケール！！雪渓も歩け

た！！ 歩行時間も長く私は石につまずき転んだ。上げているつもりが上がっていないの

です。やばい！！年齢を感じた一瞬。 

月山は天候に恵まれす残念であったが高層湿原散歩が良かった。尾瀬と苗場山を足した

ような雰囲気でした。ニッコウキスゲに囲まれた木道を歩き池塘の点在する風景を眺める。

雨も捨てたものではない。ピークに登らなかったからこの時間が生まれたと逆に感謝でし

た。 

 

労山長野県の連携で岩トレ                 五十畑 茂 2020.7.19 

長野県の労山加盟の山岳会ではクライミングを楽しむ若

者（現在では 50 歳未満となっていますが）が各会に数名は

いるのですが、バラバラなのでなかなかパートナーがいな

くて活動ができていないところがあります。今年は特にコ

ロナ感染の影響もあって県連盟主催の講習会、交流会など

がほとんど中止になっています。 

そんな中で、今まで付き合いのある松本労山の巽さん、上

小の斎藤さんに声をかけて大町の岡田、五十畑の４人で松

代町の尼巌山（あまかざりやま）に行きました。ここは昨年から通っ

ていてグレードも 5.8〜5.11 までバラエティあり、初級から上級ま

で飽きることがない。我々

の技量ではまだ 5.10a く

らいまでで全体の１５％

くらいしかトライできて

いません。多分一生かかっ

てもすべて登ることはな

いでしょう。それでもクラ

イミングを楽しむ仲間と
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和気あいあいと取り組んでいます。少しでも前回よりはレベ

ルが上がれば嬉しいものです。これからの夏場は岩が熱くな

って難しいのですが、秋にはまた続けていくことで、労山の

横の組織を活かした活動になっていくの

ではないかと期待しています。まだやっ

ていないけどこれから経験してみたい

という方は一度見学してみませんか。 

 

 

＜資料＞ 山小屋の近況報告      

  2020.7.13 長野県労山三役担当者会議報告 大町労山 谷口 

大町労山では、コロナ禍の中で山小屋は休業・自粛の状態で

あり、今後小屋を開けたとしても三密を避けた宿泊数となるた

め、大幅な減収となるなど、厳しい経営になるのは必至と思わ

れるため、大町市内にある山小屋のオーナーに一律３万円の見舞金を送ることを複数の会議を経て決定

し、昨日配布を終了したところです。その時に出た状況等です。 

 

１、三俣山荘・水晶小屋(完全予約制) 

 開設期間：小屋 7/20～8/31 三俣 30 名・水晶 20 名完全予約制 テント：予約制 

・昨日から予約を開始している。問い合わせや予約のすごい電話の数をいただいている。 

・天気次第だし、期間も 8 月末までで短いし、いつもだと百何十人泊まる日に 20 人とか 30 人しか泊

められない。倍率が何倍という感じで今は断るのが大変です。 

・連休はだめだけど平日は空いた日があるので来てください。 

・今年は素泊まりだけで考えている。シュラフなんかをもってきてもらわないといけないので荷物が

増えて大丈夫かと心配している。 

・初めてなのでわからないことばかりだけどやるしかないと思っている。見舞金ありがとうございま

す。  

  雲ノ平山荘（完全予約制） 開設期間：小屋 7/20～9/30  20 名  テント：期間限定 予約制 

   三俣山荘グループとして扱い状況は無し 

 

２、種池山荘・冷池山荘（完全予約制）新越山荘は休業 

  開設期間：小屋 7/15～10 月初旬 種池 40 名（最大 50 名）冷池 40 名（最大 50 名） 

        テント：種池 20 張 冷池 30 張 予約制 

 ・電話がひっきりなし。3 人で対応している。多い日は 160 本ある。 

 ・予約は完全予約、定数も絞っている。新越山荘はやらないことにした。 

 ・種池は最大 200 人、冷池は最大 300 人だが種池・冷池とも 50 人に絞った。 

 ・15 日オープン予定だが、まだ出来るかどうか分からない。東京近辺でコロナ患者が増えている。首

都圏で越県自粛とされたれ大変だ。6 割方首都圏からの客。 

 ・普段準備しない物まで準備。特にアルコールが手に入り難く値も上がっている。6 月に 60～70ℓ上げ

たが、さらに心配で近くの酒屋が販売した 70 度・77 度の酒を買って今度は 50ℓ上げる予定にしてい

る。手に入りやすいし割安かもしれない。 

 ・コロナ対応で受付で測るピピット計る体温計も 1 ヶ月もかかって中国から買った。 

熱のある人には隔離部屋を 1～２部屋確保してそこに入ってもらう。同伴者がいたら一緒に。食事を

運んでトイレは部屋で携帯トイレでと考えている。ほかの人とは一緒にできない。山小屋クラスター
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がどこかで出ると今年の山小屋は終わってしまう。 

 見舞金ありがとうございます。 お気遣いいただきありがとうございます。 

 

 ３、針ノ木小屋・大沢小屋 休業 

 ・ここ近年ネパールのガイドを頼ってきたが、その人達が日本に来れなくて今シーズンは無理だと思

っている。ヘリもあまり飛ばなくなってきているので、ネパールの人たちは歩荷なんかしょっちゅう

してくれて、その行き帰りに道の手入れをしてくれていた。その人たちがいないとできない。 

 見舞金恐縮です。気を使っていただきありがとうございます。 

 

 ４、餓鬼岳小屋 

  開設期間：小屋 7/15～10 月中旬 15 名（最大 30 名）  テント： 予約制 

 ・87 歳（女性）いやしくも岳都大町ですので小屋を閉める訳にはいきません。10 月 15 日までするつ

もりですが、7 月で閉めることになるのか 8 月で閉めることになるのか分かりません。大事なスタッ

フ。感染者が登ってうつったら大変。70 人位を 30 人に絞って、予約は 15 人位でとします。 

 ・小屋には 2 日から若者達が登って準備をしていますが。 

 ・東京ではコロナ患者が増えています。越県で入って来れるのか心配です。 

 見舞金は胸が詰まるほど、涙が出るほどうれしいです。種銭にさせていただきます。本当に励みになり

ます。  

 

 ５、野口五郎小屋・烏帽子小屋 

開設期間：小屋 7/20～９月下旬 野口２0 名 烏帽子は 20 名で食事なし（完全予約） 

        テント場 使用禁止 

 ・コロナの関係で少し悩んだがやることに決めた。患者が増え始めたので心配している。 

 ・団体は全てキャンセルしている。赤字かもしれないがしょうがない。 

 ・来れば熱があるから帰れとは言えない。ピピット計る体温計も買って準備している。 

 ・1 人熱があれば同伴者も入る部屋が必要となる。とり合えずやるしかないと思っている。 

 見舞金ありがとうございます。 烏帽子小屋より絵葉書で令状が届く。 

 

 ６、船窪小屋 

  開設期間：小屋 7/15～9/30 30 名     テント 予約制 

・コロナ騒ぎの中迷ったが、オープンしないと小屋が傷み、道もどんどん悪くなるので、最低でも素泊

まりでと決めた。 

・2 日に上がってどこまでできるか、今スタッフは感染対策のビニール間仕切りを作っている。 

・囲炉裏が売りだったが食事は弁当みたいな盛り込みとして外で食べるか、各自部屋で食べてもらおう

と考えている。人数が少ないときは囲炉裏も使えるかも。 

・いろりを囲んでのお茶会も難しくなる。 

・針ノ木ルートがダメになると、これまで 3 割以上の登山者が向こうから来ていたのですが・・。今年

は集客も減るので採算がとれるのかなー。期間も 9 月いっぱいか？ 

・人工が集まらないので登山道も最低限の道普請となる。直したい所はたくさんある。 

 見舞金はコロナ対策をいろいろやっていかなければならないときに大変ありがたい。 

どうなるか分かりませんが、しっかり小屋を開け続けていきたい。ありがとうございます。 

 

７．湯俣温泉 晴嵐荘（完全予約制） 

 開設期間：小屋 8/1 頃～9/30 暫定的 15 名  テント：予約制 

・この雨で 8/1～何とかコロナ対策をして開けたいと思っていたが、危なくなってきた。 

 一昨年の水害でつり橋が鉄柱を残して壊れた。何とか復旧したいが費用は個人では無理がある。水が
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引いて丸太橋をかけないと何もできない。市の方へ登山道なので何とかしてほしいと要望している

が、この近辺は河川の問題で、河川管理、建設省、国有林、とか何とかで難しいらしい。皆さんにも

気にかけていただいて、それが山小屋を守っていくことになると思うのです。今は、続けて行くだけ

がうちの山小屋では精一杯です。 

 8/1 は無理だとしても秋くらいにはと。小屋開けがないということはありません。お世話になった人

たちがいますので。頑張ります。 

見舞金ありがとうございます。こんな状況なんだと分かっていただけるだけでもうれしいです。 

 

ヘリコプターの状況について  

（今回山小屋の状況を聞いた中でのヘリコプター関係） 

 １．三俣山荘（大町労山：尾形会員より） 

 今年は東邦航空と契約していない。ノエビアのヘリで機内積み込み。 

 1 フライトの積荷は少なくなるのでたいへんだ。 

２．種池グループ 

 うちはお陰で 10 数年アカギヘリでやってきているが、アカギも水晶で大きな事故をやっている。東

邦航空も事故が続いたり。ヘリ会社は何処も大変です。ヘリ会社と名前の付くものは多くあるが、山

岳物流のできる、その実力と免許を持っているところは、4 社くらいしかない。アカギと東邦と中日

本と朝日航洋くらいだが、中日本航空は明らかに山岳物流から撤退したいと言っている。東邦も大き

な事故が続いたりして、機体そのものも無くなったり、パイロットもいなくなったり。アカギにして

も余裕は全然ない。だから、ヘリ問題はものすごい問題になっている。山小屋は今年なんか、コロナ

対策と山岳物流の問題が大変。 

３．針ノ木小屋 

 ネパールの人たちはヘリもあまり飛ばなくなってきているので歩荷なんかしょっちゅうやってくれ

て・・。 

４．餓鬼岳小屋 

 今日のへりは雨でだめですが、ヘリは東邦航空で高瀬ダムからの予定です。白馬館が 17 個ネットが

残っていてその後に高瀬館（野口・烏帽子）その後にうちがとなっていますが早く上げたいのですが 

５．野口・烏帽子 G 

 ヘリは東邦です。今日予定だったが雨で。白馬館を飛んでからこちらになっていますが。 

６．船窪小屋 

 ヘリは東邦ですが、4 日がダメで 5 日の夕方ギリギリに飛んだ。ヘリコプターも毎年飛ぶかどうかヒ

ヤヒヤです。 

７．晴嵐荘 

 荷揚げはヘリがずいぶん高いんですよね。うちは、今年は

業者さんに頼んで陸上で考えています。これまでは東邦さ

んにお願いしてきました。この辺は皆さん東邦です。東邦

さんは前に事故を起こしたりして、その関係でヘリが間に

合わないみたいです。 

正確かどうか分かりませんが状況を聞いた時の概要です。 

 


