
 

 

 

 

 

 

 

 

山 行 報 告 
木曽・鳥居峠  2020/10/27  

参加者  

秀さん・森高・じゅんちゃ・宏一・順子・ＥＩＥＩ 

 

報告・・・EIEI 

「とうじそばが食べたい！！」との声があり、山歩

きも兼ねて計画した。当初は水木沢天然林の計画

であったが、順子さんが林道がクローズになって

いるよと教えて下さり、さてと考えて代替えして

鳥居峠に変更することに。 

電車で一駅乗るが、行きに藪原駅に車をデポし

て奈良井に向かう。乗換案内で調べたはずの８時

４１分の電車はスーッと通り過ぎていった。特急

だったのだ。30 分ほど待つことに・・・。 

奈良井駅は町外れにあり、街並みを散策しなが

ら峠の入口まで。そこから峠歩きが始まる。緩やか

に上り峠に着く。下りは御嶽山の遥拝所に立ち寄

るが御嶽は雲の中でチラッと望めただけ。紅葉の

木々が美しい！！藪原駅までは意外と長いが、途

中、装飾した軽トラを眺め製作した本人から説明

を聞き、なるほどと感心する。駅に着き味噌川ダム

の紅葉見学の予定であったが、「ダムは大町ダムを

見ているから早くとうじそばを食べに行こう」と

カット！ 

途中の野菜販売所で御嶽白菜を買い（５０円～

１００円）水木沢の入口を偵察し、「とうじそば」

を食べるべく“仙岳”に。そばを投じかごに入れて、
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暖かいそば汁にしゃぶしゃぶして頂く食べ方である。なんとマツタケ入りなのです。ここで

入浴も OK.！！ 

山と紅葉見学とおそばと「幸せだなあ」と思える一日であった。 

感想・・・秀さん 

歴史や古道巡りはあまり興味なかったけど、今回奈良井宿及び中山道を歩いて新たな魅

力の発見があり、興味を掻き立てられ食わず嫌いだったと感じた山行でした。これからも出

来るだけ、このような企画に参加したいと思いました。特に「とうじ蕎麦」は子供の頃、日

常、食した「ざざ」のおにかけを思い出し懐かしくとても美味しかったです。また行きたく

なる山行でした。 

 

子檀岳 2020 10/27 参加者 秀さん・森高・順子・文子・ひろ子 

感想・・・順子 

天気は良好、朝霧濃く、寒い。 

もと上田こまくさ労山の斎藤さんにお世話にな

り、車を下山口まで移動してから登り口まで送っ

てもらう。林道は、まだ陽が当たらず、空気が冷た

い。４０分ほど歩くと急な登りから尾根に出る。 

尾根を歩くこと 40 分。頂上についた。頂上には、

2 組の夫婦と私たちと神奈川からだという男性。 

頂上で、豚汁、焼肉をして眺望を楽しむ。その後

登ってきた反対へ下山。直下は、急であったが、そ

の後緩やかに。小学生、園児、先生保護者が 20 人

ほど登ってきた。日差しも暖かく、無風紅葉がきれいな三重の塔を見学し、田沢温泉へ入り

帰宅。  

感想・・・文子登山口に女性 3 人は待機。秀さんと森高

さんは下山口に車を移動し、田沢登山口までは秀さんの

知人に送ってもらった。前日の雨で濡れた道を落葉を踏

みしめ登る。３つあるコースの中で最短コースでゆっく

り歩いても 1 時間ほどで山頂に着く。 

山頂からは雪の北アルプス、浅間山、美ヶ原、正面に

は夫神岳、上田の街が一望。 

朝は寒かったが山頂はポカポカ陽気で焼肉と豚汁で

ゆっくり昼食。下山後は国宝大法寺三重の塔を見学し、

子宝の湯、田沢温泉で汗を流し帰宅、楽しい一日でした。 

黒斑山、蛇骨岳 2020  11/1  

参加者 秀さん・森高・文子・いくババ 



報告…いくババ 

天気に恵まれ気持ちの良い山行となりました。 

生憎、浅間山の雪は残っていませんでしたが、雄大さは相変

わらずでした。日曜日とあって多くの

登山客で賑わっており、ツアー客も来

ていました。トーミの頭、黒斑山、蛇

骨岳と頂上は浅間山が良く臨めまし

た。 

山道にティッシュが多く落ちてい

て、マナーの悪さを感じました。森高

さんの提案で復路ゴミを拾って降りて

来ました。森高さんは、今期最終登山

とあって、楽しい山行になって良かったです。 

 

感想…秀さん登山日和の中、黒斑山の先の蛇骨岳まで行ってきました。予定どうりでした

が、黒斑山及び蛇骨岳は人でいっぱいでした。密を避けて昼食を済ませ、登山口の温泉で富

士山を見ながらのお風呂は最高でした。 

感想…文子 

駐車場は満車で道路にまで止めてある。ホテルの駐車場も残り数台で何とか端に止める

ことができたが登山者であふれている。陽射しはあるが、やはり 11 月。風が冷たく寒い、

しっかり着込んで出発。登山道には霜柱、木陰にはうっすら雪が残る。歩き出してゴミの数

に驚くほとんどがティッシュで、道の端だけでなく真ん中にもある。それも今日捨てられた

と思われる物も目立つ、ゴミは山頂まで続いた。雄大な浅間山、遠くは富士山、八ヶ岳、中

央アルプス、御嶽山、北アルプスが一望、蛇骨岳まで足をのばす。山頂には 20 人ほどいた

冷たい風をよけ岩かげでゆっくり昼食をとりゴミを拾いながら下山した。大好きな黒斑山

がゴミだらけで残念でした。 

2020 年「登山学校交流会」(2020.11.7—11.8)  報告・五十畑 2020.11.9 

主催：日本勤労者山岳連盟 技術教育部／遭難対策部 

（１）日程 

１１／６（金）大町＝岡谷インター（古川さんと合流）＝四日市インター＝菰野町…日向小屋（泊） 

１１／７（土）小雨のち曇り。日向小屋集合 9:00 雨のため日向小屋２階で顔合わせ各登山学校

（東京、愛知、大阪）の紹介と現状の報告。 

各地方連盟の紹介・報告（千葉・神奈川・長野・京都・奈良・兵庫・岡山・山口・福岡） 

昼食後 近くの岩場に移動して各連盟で実施している登山学校及び講習会における

指導内容の紹介・確認・情報交換。 



・支点構築について各連盟の事例紹介。 

・懸垂下降の方法と実技。 

雨が降ってきたので日向小屋に移動する。 

14:30 質疑応答。 

18:00 夕食、懇親会。 

22:00 就寝 

１１／８（日）曇りのち晴れ。 

起床 5:30 各連盟ごとにグループに分かれ   

て自由登攀。14:00 に日向小屋集合し解散。 

各連盟ごとに藤内壁（一の壁、中尾根、前尾

根）を登攀する。 

14:00 下山して日向小屋に集合し集合写真

をとって解散。 

（２）宿泊場所 日向小屋（１泊２食¥4,500） 

参加連盟 

東京：２名、神奈川 1 名、長野２名、愛知３名、

奈良２名、大阪４名、兵庫２名、岡山２名、  山

口４名、福岡２名。計２４名。 

スタッフ：神奈川（三瓶、早川）、東京（臼井）、

千葉（石川）、大阪（柳川）東京（大和田、川嶋）

計７名         総計３１名。 

（３）【各連盟での登山学校の紹介報告。】 

・東京都：東京登山学校 

定員８名 参加者:労山会員¥60.000  

一般¥70,000  学生¥45,000 

労山会員、一般会員を対象として岩登りを通

じて「安全に登るための技術を身につける」「ク

ライミングの基礎を学ぶ」「マルチクライミン

グのシステムを理解する」ことを目標として募集している。期間は、今年は 3/18〜6/28

の約３ヶ月実施。座学、インドア、外岩の実技講習でクライミングを主体として実施。 

・愛知県：第５２期登山学校(3/29—9/5,6) 

マウンテニアリング、クライミングの２コースで実施している。定員ともに１５名。 

応募資格 労山山岳事故対策基金１０口加入していること。受講料 ￥３３,０００円 

（マウンテニアリング・コース） 

山を歩くための生活・行動技術・パーティとしての基本的な行動や考え方を学び、安全

な登山の総合的な力量を身につけます。 

（クライミング・コース） 

登攀具の初歩的な使い方から岩登りの技術、安全についての理解と認識を高めていく。 



確保技術講習会 1012 座学,10/18 実技  参加費¥2,000 

・大阪府： 

２０１９年中級登山学校を実施している。(3/5〜10/2)座学（3/5—-8/28）実技(3/24—-

9/23)募集１０名程度、受講料 ¥55,000 原則 50 歳未満  

所属する山岳会から推薦を受け、労山山岳事故

対策基金に０口加入すること。 

大阪労山中級登山学校は卒業生が主体となっ

て運営を続けています。アルパインのいろはを

指導してくださるコーチ・アシスタントコーチ

と校長・副校長を筆頭として運営をフォローす

る事務局・スタッフが生徒の皆さんをサポート

します。 

中級メーリングリストで事務連絡、ヒヤリハッ

ト等の報告を行いコミュニケーションをとってい

る。 

（４）【行事保険について】 

講習などの行事で保険をかけていても、あまり

にも世間の常識に反した内容、行為には法的に

責任を追及されこともあり、保険がおりないこ

ともあると認識することが重要。単に保険をか

けているから何が起きても安心ということに

はならないので要注意。 

（５）感想 

登山学校交流会には昨年の三つ峠に続いて

参加したが、多くの課題を抱えながらも教育訓

練は続けていくことが大事なことだと感じる。 

登山学校を毎年やっている県連は組織の維

持、発展に大きな武器となって継続していることがわかる。その中でも課題として・指

導できるスタッフを育てていくことが難しく、年々スタッフの確保に苦労する。 

・最近はオリンピックの影響もあって登山学校への入校希望が増えているが全くの初歩を

含めてばらつきが多いので受け入れ体制に苦労する。 

・入校希望は Facebook,Instagram の投稿を見て連絡してくる人が多い。 

・スタッフはボランティアの要素が大きいので経済的、時間的に負担が多い。 

・登山学校の卒業生は終了後に各山岳会の中核として活躍する人が多く後継者を育てる役

割も担っている。 

・講習での事故の保険につて心配している人が多かった。 

・個々の技術は県連で異なるので、労山としての統一した技術を毎年更新していくことが

必要と感じた。特に毎年新しい技術や製品が出てくるとばらばらになってしまう。 



篠ノ井線廃線敷歩き 2020/11/11 
参加者 秀さん・じゅんちゃ・ひろ子・根橋・EIEI 

感想・・・根橋 

旧国鉄線篠ノ井線廃線敷を歩きまし

た。高台から見る杉の紅葉、特にけやき

の森自然園の紅葉は黄色の中に赤、高

い位置には緑と色彩のコントラストに

感激し写真に収めました。 

紅葉を見ながらたっぷりの野菜、それに歩きなが

ら調達したキノコも入れた煮込みうどんは格別で

した。 

所々Ⅿ氏による明科地域の暮らしや高低表示の

見方などの解説もあり楽しいハイキングでした。秋

の恵みに出会えたり蕎麦屋の女主人と話したり日

本でも珍しいというイギリス積みのアーチ式の橋

もじっくり見ました。 

片道行程にしたため寄り道をしながらこの地域

のことを思いながらゆっくり歩けたことに大満足

です。    

西上州・荒船山（1423M）① 2020/11/15 

参加者 ツルちゃん・じゅんちゃ・EIEI・尾形＋１＋５ 

感想・・・ＥＩＥＩ 

トレッキングメンバーの仲間と１カ月前からの計画でした。 

当日は快晴。私個人的には荒船山は数十年前、大町労山に入会したばかりの頃に一度あ

る。しかも２月１４日，寒風吹きさらす中、ろくな装備もなく、どんなルートで登ったのか

全く記憶から忘れ去られていました。 

落ち葉の中、アップダウンはありましたが、快適に登れ、トモ岩からの圧巻の景色に感動。

登山者で賑わっていた山頂は避け、荒船不動分岐の広い所で昼食。何気に周回したいなぁと

話したら、じゅんちゃとツルちゃんが「俺たち車を回してやるから」と、残りメンバーは周

回することになった。 



ルート的にはあまり面白くなかった

が・・・。待ち時間なく２台の車がや

ってきた。穏やかな山行であった。 

西穂高岳 2020/11/18～19

参加者 秀さん・聡子・根橋 

コースタイム 

1 日目 新穂高ロープウェイ西穂高  

口(10:15)〜西穂山荘(11:40)  

2 日目 西穂山荘(6:05)〜独標(7:30-

7:45) 〜 西 穂 高 岳 (9:15-9:30) 〜 独 標

(10:50-11:00)〜西穂山荘(11:55-12:45)〜

西穂高口(14:05) 

報告・・・聡子 

1 日目は朝 7:00 に秀さんの家を出発、

9:00頃鍋平高原駐車場に着いて 9:45発の

ロープウェイ乗車。知らなかったので今

回は利用できなかったが事前に乗車券を

web 購入すると数百円お得だそう。 

 ロープウェイを下りてから西穂山荘ま

では所々雪が残っていたがアイゼンなし

で大丈夫。 

登り始めは雲が多かったが西穂山荘に着く頃には快晴。天気が良いので山荘に着いてす



ぐに荷物を置いて三人で丸山手前まで

散歩。山頂方面は緑と土色で全く雪が

見あたらない。 

小屋に戻って山荘の方に登山道状況

を聞いてもほとんど雪は残っていない

との事。翌日はなんとか山頂まで行け

そうと安心して名物の味噌ラーメンを

頂く。小屋泊まりは他に 2 組 5 人だけ

で部屋も広々使え、夜中もストーブが

ついていて暖かく快適。 

2 日目は朝食の時間が 6:00 と遅めで、明るくなったらすぐ出発できるように私と秀さん

は朝食を弁当にして貰った。 

5:30 に出発する予定で外に出るとガスガス&霧雨。まだ暗かったので 6:00 過ぎまで様子

をみて出発。雨はほぼ止んでいたがガスガスのまま。日陰側の斜面(山頂に向かう時の下り)

には少し雪が残っていて朝は凍っていたので緊張した。雪のある所の方が圧倒的に少ない

のでアイゼンは着けなかった。朝出発する時にピッケルをザックに付けたままだとザック

カバーが掛からなかったのと雪がないという事だったのでピッケルを小屋に置いてきたが、

支えにするのにあった方が良かった。秀さんのをお借りして進む。 

山頂に着く頃にはガスが晴れて欲しかったが白いまま。それでも念願の山頂に立て、岩の

経験を積めた事が嬉しかった。下りは雪が緩んできていたので朝より歩きやすかった。 

  山荘に戻り。圭子さんと合流しお昼を食べて下山開始。途中で振り返ると、いつの間にか

青空で山並みが見えている！今回は西穂高岳がどんな山容か眺めることが出来なかったの

でまたチャレンジしたい。 

 ロープウェイ駐車場の料金が 3600 円と高かったのに驚いた。登

山者用駐車場は冬期閉鎖しているようだったし、良い方法があれば

知りたい。 

感想・・・秀さん 

 ガスってなにも見えなかったけど良かったです。 

寒くなく白い笠ヶ岳がとても魅力的でした。 

感想・・・根橋 

5 人部屋を 3 人で使用なので快適な小屋泊りだった。  

初日は天気が良く荒々しい姿を見て感激。   

2 日目は頂上には行かないため、待ち時間 6 時間となる。

その間丸山より少し上まで行くがガスがかかり不安で下

山するものの時間がありすぎる。2 往復したがまだ時間が

ある。小屋でゆっくりコーヒーを飲み、カレーを食べて待

っていた。次回は待ち時間の過ごし方も考えなくてはと思

った。 



西上州・荒船山（1423Ｍ）② 200/11/23 

参加者  秀さん、村上、圭さん、文ちゃん、郁ち

ゃん、聡ちゃん、順子 

報告・・・いくババ 

田淵記念館を出て佐久平途中までは雨が降

っていたが、登山開始頃には雨も止み、所々晴

れ間も見られた。 

風が強く、止まっていると寒かった。計画で

は不動登山口にもう一台を配置予定だったが、

配車を待つ時間が寒いので、ピストンすること

にした。 

内山峠登山口からは急登が続き、所々の岩がとても滑り

やすかった。下山の滑りやすさを考慮して、途中から不動

登山口に降りて、道路を内山峠駐車場まで歩いて戻るルー

トに変更した。 

階段の崩れている所や急坂もあったが、全体としては下

りやすいルートだった。内山峠までの道路歩きが長かっ

た。登山道にティッシュが多数落ちていて、マナーが悪い

山だと思った。頂上のトイレの改修を望みたい。 

感想・・・順子 

田淵記念館を出るときは雨が強いが、天気予報は晴れ。

これで晴れるのかと不安に思いつつ走ると浅科手前あた

りから青空が。この後天気は回復して真っ青な空に。 

内山峠へ到着すると風が冷たく、ここで 3０分ほど待つ

のは大変と峠からのピストンに変更。しかし、すぐにここ

を下るのは大変と、荒船不動尊へ下ることに変更。という

のも、昨日降った雨で、急な登りも下りも滑る。靴につい

た土で岩も滑るので、変更となりました。 

艫岩の手前の岩や、沓石を見ながら進むこと 2 時間 30

分、艫岩に到着。 

絶壁を上から見下ろす。ひえー！！

怖い。艫岩からは、平坦な笹原を１ｋ

ほど歩いて最高峰経塚山へ往復 20 分

ほど。寒いので、昼食もそこそこに不

動尊へ下る。緩やかな下りにホットし

ながら秋の終わりを楽しんだ。                               

機関紙部よりお願い 

2020 年度は、コロナ禍で終わろうとしていま

す。そんな中でも活発な山行が多くありまし

た。今年の良かった山、来年行きたい山など、

機関紙へお願いします。締め切り 12 月 15 日 

抹茶ケーキ？ 


