
 

  

 

 

  

山 行 報 告 

「尾形別荘に宿泊し伊豆の山を登る」                      

２０２０．１１．２９～１２．１ 

参加者 谷口・尾形・勝野・村上・宮島・細田・根

橋・古畑 

11 月２９日 田淵行男記念館に朝 8 時前集合。今

回は尾形車に４名、村上車４名が乗車し二台で出

発。甲府南ＩＣで降り精進ブルーラインを通り「朝

霧高原道の駅」にて休憩。富士宮道路を通り新東名

高速道路新富士ＩＣで乗り、長泉沼津ＩＣで降りて

伊豆縦貫自動道を走って大仁中央ＩＣへ。 

ロープウエーでも登れる葛城山は中止し、戸田（へ

だ）峠に。ここから金冠山頂上（８１６ｍ）までは歩

いて近い。頂上から天気が良いと富士山が眺望でき

る。一端戸田峠に戻り登山道を小達磨（だるま）山を経

由して達磨山（９８２ｍ）へ。 

頂上では二人がラジコンのグライダーを飛ばし

ていた。残念ながら富士山は眺望できず。下山し西

伊豆スカイライン戸田駐車場で戸田峠に車を取り

に戻ってくれた尾形さんを待ち戸田峠に戻る。下山

して亀石峠経由で尾形さんの別荘がある伊東市宇

佐美のスーパーで今晩の宴会材料やアルコールを

調達。その後、尾形さんの別荘に寄って「みのり村

リゾートセンターみのり」で入浴、尾形別荘に戻る。

別荘二階から宇佐美市街が眺望できた。宴会は十分

盛り上がり一日が終わる。 

11 月３０日 尾形別荘から大室山（580ｍ）に向

かう。大室山は山野草の保護・山肌の保全のため登

山道は無く、リフトのみで上がることができる。頂

上には売店があり噴火口の周りを一周する。 

 噴火口内はアーチェリーができるようになって

VOL.1-NO9 

2020 12/28 

大町勤労者山岳会 
 

金冠山 

 

大室山 

 

城ケ崎海岸 

 



いた。下山もリフトで降り、城ケ崎海岸に向かう。 

城ケ崎海岸は３０年以上前に来たことがあるが

それ以来だ。海岸端はツワブキが満開でピクニカル

コースを歩きニューヨークランプミュージアムま

で海岸端を散策。ここに車で尾形さんが迎えに来て

くれ、置いて来た村上さんの車を回収し、今晩の宴

会の材料を購入するためメガドンキへ。遅い昼食で

あるが「みのり村リゾートセンターみのり」で食事

し風呂に入って尾形別荘に向かう。 

昨日に続き宴会は大いに盛り上がり楽しい一夜

となった。 

１２月１日 道の駅伊東マリンタウンに寄り、「あ

じ一ひもの店」に寄って干物をお土産に購入。その

後亀石峠を経由し大仁まごころ市場で野菜等を購

入し韮山反射炉に向かう。韮山反射炉ガイダンスセ

ンターで映画を見た後、ボランティガイドの説明を

聞く。その後、一段高いお茶畑の見晴らし台へ。残

念ながら富士山はクリアーに眺望することができ

なかった。 

その後ひたすら富士宮に向かい、「食事処おおいし」で遅い昼食を摂りひたすら安曇野をめざし

た。二泊三日の旅であるが長距離を安全運転していただいた両名に心より感謝します。 

甲斐駒ヶ岳・2967Ｍ 2020/12/5～12/7（2 泊 3 日） 

参加者 秀さん・聡子＋1    

竹宇駒ヶ岳神社〜刀利天狗〜七丈小屋〜甲斐駒ヶ岳 

ピストン 

コースタイム 

＊1 日目 勝野宅(5:00)~甲陽病院待ち合わせ(6:20-

6:40)~登山口駐車場(7:05-7:30)~刀利天狗(13:55)~

五合目(15:00)~七丈小屋(16:45) 

＊2 日目 七丈小屋(7:15)~八合目(8:45)~甲斐駒ヶ岳

山頂(10:25-11:00)~八合目(12:05)~七丈小屋(12:50) 

＊3 日目 七丈小屋(7:50)~五合目(8:50)~刀利天狗

(9:55)~ 登山口駐車場 (13:20)~尾白の湯〜自宅

(16:40) 

山行報告（感想など）・・・聡子 

出発の朝、まだ暗い外を見るとうっすら雪！ 

南アルプスでも降雪があったそうで笹平手前から

雪が出始めた。登山口で山梨県警が安全登山のキャン

ペーンをされており、ライトや消毒液などのグッズを

貰う。小屋までアイゼンは付けずに歩く。前半は穏や

かな森歩きだが刃渡りを越えると梯子が多く、中には

 達磨山 

尾形別荘で宴会 

 



垂直！？と感じる角度の物もあった。岩や梯子に雪が付いてい

る所は慎重に進む。後半なかなかペースが上がらず、七丈小屋に

着いたときにはうっすら暗くなっていた。黒戸尾根、長い・・。 

 七丈小屋は定員 14 名で営業されていて、ビニールを掛けた敷

き布団と枕は用意されているが掛け布団代わりの寝袋は持参。

水は外の蛇口から自由に汲める。今年は夕ご飯の提供のみで朝

ご飯はないそうだ。私達は同行した佐久の山の会の方が食材を

準備してくれて毎食自炊した。座る席が決まっていて夜使った

自炊道具を次の朝まで出しっぱなしに出来たので楽だった。寝

る場所は一人ひとり不透明なビニールで仕切られていた。清潔

感があってすごく居心地の良い小屋だがトイレが外にあって

30m ほど離れていることだけが難点。 

 ２日目はゆっくり朝ご飯を食べて予定より遅く出発。山頂で少

し風があったくらいで穏やかな登山日和。景色もぐるりと見渡

せた。山頂までは何カ所か鎖があったが前日の七丈小屋までの

ルートの方が大変に感じた。雪は前日に降ったさらさらの新雪が時折滑る。山頂までの登りはアイ

ゼンは付けず下りだけ付けた。昼過ぎに小屋に戻り、のんびり宴会。この日の宿泊は私達だけで、

小屋番の方から、20 時の消灯時間を過ぎてもゆっくり飲んでて大丈夫ですよとのお言葉を頂く。

眠くなってきた 21 時頃就寝。 

 3 日目ものんびり目に出発。梯子が多いのでアイゼンなしで下りる事に。小屋を出て最初の鎖場

は岩が凍っていて滑り、鎖につかまって必死に下りた。最初はアイゼンを付けた方が楽かなと思っ

たが凍結箇所は多くなく、だんだん雪の下りの歩き方にも慣れた。 

 三日間とも暖かく上着は要らないくらいだった。いつかは登ってみたかった黒戸尾根を歩けて嬉

しい。帰りに尾白の湯に寄り汗を流す。入浴料が 830 円と高めだが浴槽が広く、露天風呂もあり綺

麗な施設だった。 

 

光城山鍋山行・・・2020/12/9 

参加者 秀さん・じゅんちゃ・尾形・順子・根橋・ひろ子・Ｅ

ＩＥＩ＋石井ご主人＋1 

明科・雲龍時より大口沢まで縦走する。ひろ子さんの車に

鍋材料を積んでもらい、天平の森車道近くの広場で・・・。

「山で鍋を囲む」が主目的。 

ブランド

の山も年

齢、体力的

に無理。で

もこんな企

画なら誰で

も楽しめ

る！！ 

 



大峰山（1327.3Ｍ） 2020/12/13 

参加者・ＥＩＥＩ.じゅんちゃ.尾形＋5 

感想・・・じゅんちゃ 

坂城町と旧真田町との境界にある大峰山に登る。 

林道終点に車を駐車し中電送電線沿いに、今にも雪が舞いそうな

空模様の中、枯葉が積もった急登の登山道を

尾根に向かう。ここから一時間ほど登ると頂

上。 

頂上からは薄っすら富士山も遠望でき、眼

下には坂城町、上田市街も眺望できる。頂上

で昼食を摂っていると雪が散らつき始める。

下山は落ち葉で滑り転倒しないよう登山口に

向かう。 

 

感想・・・ＥＩＥＩ 

トレッキング仲間と毎月身近な山へ山行を

企画して登っている。今回は誰も未踏峰の山

で伊部孝雄著の本を頼りに登る。 

稜線上は上田市太郎山からの縦走路の一部になっている。そこまでは送電線の巡視路を辿るが

意外と急登であった。2 時間弱で山頂に。富士山も眺望できたが、しだいに雪雲が迫ってきて雪が

チラトラと舞ってきたので早々に下山する。 

鳴雷山・塩尻市（１０９３ｍ）2020/12/17 

参加者 ｴｲｴｲ、じゅんちゃ、順子 

感想・・・順子 

大雪予報であったが、天気が良くなり青空も出た。床尾神社周辺は、少し雪がある程度。今年 7

月に登山道を整備したとのことで、幅１ｍほどの林道

が頂上まで続き、歩きやすい。帰りは、大門先登山道

をｴｲｴｲとじゅんちゃが下りる。「難所あり」とあった

が、急であるものの難所はないようだ。 

順子は、林道を下る。ほぼ同じ時間で合流。隣の霧

訪山からも来れるような

ので次回は縦走したい。

退会した美保さんの勤務

する食事処で昼食（すごく

よかったので、予約してお出かけ

ください。和

ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ

しらかわ 

松 本市

白川）   



八ヶ岳.赤岳 2899Ḿ 2020/12/21 

参加者・秀さん・小山・五十畑・文子・いくババ・聡子・共代 

感想・・・共代 

冬の八ヶ岳はとても寒いと覚悟はしていたつもりでした

が、気温の低さにまずビックリ！しました。行者小屋で―13℃

でした。手の指が痛くなりました。行者小屋で直ぐカイロを手

袋に仕込みました。 

今回はゴーグルを忘れてしまって文子さんにお借りしまし

た。次回は忘れないように気をつけなければ！！文子さんあ

りがとうございました。赤岳頂上小屋で昼食を取り下山開始

です。地蔵の頭から樹林帯に入るまでは、なかなかの急斜面で

緊張しました。秀さんと五十畑さんに挟まれて色々アドバイ

スを頂きながら下っていきます。 

行者小屋に着くとヘッドランプを装着しておきましょうと文子さ

んのアドバイス。人生初の「ヘッドランプの明かりで雪道を歩く」を

体験。暗くなってからなかなか駐車場に着きませんでしたよね。下山

後、いくババの車で待ち合わせ場所まで移動。山行でお疲れなのに車

の運転ありがとうございました。皆さんのお陰でなんとか無事に山行

を終えることができました。感謝の気持ちでいっぱいです。ありがと

うございました。 

松川道の駅(5:00)＝安曇野IC＝諏訪南IC＝美濃戸口＝美濃戸・赤岳山荘駐車場(7:45)→

行者小屋(10:30)→文三郎道→赤岳（12:50)→地蔵尾根→行者小屋(15:30)→美濃戸(17:30)

＝美濃戸口＝諏訪南IC＝安曇野IC＝松川道の駅 

ありがとうございました！！ ツッチー（土田） 

9 月より 2 ヶ月半の間に 31 日ほど入院しました。「持続性心房細動慢性心不全」と「胃拡張」で

す。皆様には大変お世話になりました。 

 体重も 5 キロ程落ち、体力は見る影もありません。里山 1000 回を目前にしての不調ですが、出

来れば 2021 年早々より開始すべく散歩から始めています。ご心配やご支援を戴きありがとうござ

いました。 

  

  今年良かった山 来年行きたい山 

じゅんちゃ 鳥海山・宮之浦岳・乙妻山・三つ峠 聖岳・光岳・裏劔(池の平)・農鳥  黒戸

尾根   越百岳  南駒ケ岳 

文子 劒岳（別山尾根）・鹿島槍ヶ岳・餓鬼岳〜燕

岳 

五竜岳〜鹿島槍ヶ岳・西穂高岳・白馬三

山鳳凰三山・剣岳（早月尾根） 

順子 高妻山・餓鬼岳・雲の平～高天原 裏銀縦走、五色が原 、塩見岳、荒川三山 

ツルちゃん 鳥海山・安達太良山 薬師岳・会津駒ケ岳・雁坂嶺 

機関紙部より 

コロナ禍の中で 2020 年度も終わりを告げようとしています。そんな中でも活発な

山行が多々あり、機関紙の紙面を賑わせてくれました。来年も会員の皆様のさらな

る活躍を期待しています。良い年をお迎えください。 



非日常と日常         鈴木 均（白馬村から） 

 写真上は家の側面である（壁に見えているのは薪）が、春から秋はパラ

ソルの下で朝はゆっくり新聞を見ながらトーストとコーヒー。午後時間が

ある時は山の本を読む。そんな日が続いていた。 

 中央の写真は、10 月 3 日の白馬三山に新雪が降り、前山は全山紅葉、手

前の川の樹林は緑から赤へ変わりつつある。家の中では 10 月末には朝一

時的に温風ヒーターで暖を取り、11 月になると薪ストーブに変わった。 

 これだけ書くと、大阪では考えられない、なんとゆっくりした田舎の生

活かと思われるが、こんな毎日ではない。 

 6 月、私にとって大衝撃になった癌の宣告。信じられなかった。家系に

はガンに罹った人はいなかったから、自分は癌とは無縁だと思い込んでい

た。山に行って、急斜面の登りになると以前とは比較にならないくらいス

ピードが落ち、山岳会での山行で途中からパーティに送れることが出始め

ていた。それは加齢によるものだから、そろそろ自分の山行形態は変えな

ければならないだろうと思っていた。 

 5 月にいつも診てもらっている診療所で、「男性にしては軽い貧血気味だ

から精密検査したほうが良い」と判断され、6 月、安曇野市の総合病院で

初めて胃カメラを飲んだ。診察結果は、「胃潰瘍ではない、胃の壁から出血

している」と写真を見せられ、「早く切除したほうがよい」と言われてしま

った。医師は癌とは言わなかった。それは、患者への配慮だったと後から

わかった。それからの生活は一変してしまった。 

 妻は、「お父さんにとって第三の人生（第二の人生は、10 年前からの白

馬村での生活）だから、がんばってね」と言われてもまだ信じられなかっ

た。というより気持ちの上で納得できなかった。しかし事実は認めざるを

得ない。7 月に入ってがん治療では評判の高い松本市の病院で全身麻酔に

よる手術、胃の三分の二を切除された。長男と次男が心配して大阪と兵庫

から病院に駆けつけてくれた。コロナ禍で面会は二人限定とされ次男は車

で待機せざるを得なかった（退院するころには、家族と言えども面会禁止になった）。 

 退院後の生活はきつい抗がん剤の服用で体はだるく、苦痛以外の何物でもなかった。一日の半分くらいはリク

ライニングのソファーに座ったまま新聞を読む程度だった。薬剤師さんには「病気を治すのに、なんで苦しい思

いをせなあかんの？」と言ってしまった。 

 １２月の今では、一日の食事は少量を５回くらいに分けて生活は普通ではあるが、9 月くらいまでは足がしび

れたり、11 月からは涙がでてきたり等々、副作用があっちこっちに出てそれとの対応に迫られている。少し早く

歩くと息が上がるなど体力の衰え、体重減を自覚する。癌と闘うという気持ちはない、これからは癌と長く付き

合いながらせいいっぱい生きるしかないと思っている。 

 いま、白馬村で二つの住民運動に事務局としてかかわっている。 

 一つは村内の公共交通である。信じられないだろうが白馬村には路線バスもスクールバスも走っていないため

３年前に住民団体をつくり、この 11 月から現在小学生だけであるが村政始まって以来初めてスクールバスを試

験運行させるまでになった。多くの保護者は毎日送迎せざるを得なかったため喜びはひとしおである。 

 もうひとつは、今年の春に突然沸き起こった複合施設としての図書館新設であるが、行政は白馬駅を最適とし

て準備を進めていることだ。子育て世代のお母さんたちが立ち上がった。署名は１週間で約 700 名集まった（村

の人口は 9000 人弱）。マスコミにも取り上げられ、村議会への（村はＪＲとの協議を一旦停止し、住民説明会の

開催を求める）陳情も採決された。 

 総選挙は流動的だが、来年 4 月には村議会選挙。そんなこんなで、病人でありながら、忙しい毎日である。 

来週から本格的に雪が降るような予報だ。まだ小さい樹木の雪囲いは終わっていないが、除雪機もそろそろ

出さなければいけない。癌宣告直後の６月初めに雪の針ノ木峠（2536ｍ）に登り、その後は八方池や栂池自然

園まで 2 時間程度の軽い山行をしただけで今年は終わってしまいそうだ。まだまだ、ゆっくり低山にでもと思

いながら、薪づくりなどもあって、春以降になるかなと考えている。                                                         

2020/12/10 記  「退職教職員の会」への原稿転載です。 


