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大町勤労者山の会 第 55回定期総会開催される！！！ 

 

４月１１日(日)大町労働会館にて定期総会が 20名の参加

で開催された。 

小山副会長による開会の後、谷口会長の挨拶。古畑議長

の進行の元議事に入り２０年度活動報告・２１活動方針２

０会計報告、２１会計予算が原案通り可決された。２１役

員の選出が行われ無事終了した。 

会議では、年間の山行計画について、計画書の提出の徹

底と様式についてのほか、遭難対策基金（約２００万）に

ついても今後検討していくことが討議された。 

また、会員の高齢化が重要課題であることを確認した。 

  

 

大町労山に新しい仲間が増えました！！ 
 

新人紹介 

この度、大町労山に入会しました原山浩輔です。2019 年の秋に東京

から大町市に転居してきました。長野市の旭山山麓に実家があり、幼

い頃から鬼ごっこやかくれんぼをする所の大半は山の中や裾花川の

河原でした。幼少期の遊びがそのまま再現されたようなトレイルラン

ニングに没頭して、次第にテン泊登山や、妻の影響もあってボルダリ

ングをやるようになりました。登攀を伴う登山や、積雪期の高山はま

だまだ初心者です。みなさんにたくさん教わりたいと思っていますの

で、みなさんの山行に多く同行できたらと思います。よろしくお願い

します。 
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山 行 報 告 
蓮華温泉山スキー2021.3.27—3.28 

参加者：五十畑 茂＋４ 

コースタイム 

3 月 27日（土）栂池＝栂ノ森＝9:40自

然園…11:00天狗原（五十畑、角田）…

振子沢…14:00蓮華温泉（泊） 

（清水、鈴木、岡田）天狗原 10:30…乗

鞍沢…15:30蓮華温泉（泊） 

3 月 28日（日）蓮華温泉 6:47…角小屋

峠…ウド川…白池…10:56 木地屋＝栂池 

 

報告＆感想 五十畑 茂 

（３／２７）毎年恒例の山スキー、昨年はコロナの影響で蓮華温

泉は営業中止になったが、今年は人数制限して再開となった。久

しぶりに雪も多く沢筋も埋まっていてあとは天気次第。予報では

土曜日はいいが日曜日は雨予報なのでちょっと心配。 

木地屋に車をデポして 8:30 に栂池ゴンドラに行くと山スキーの

行列。天気はよく青空で風もないので暑いくらい。栂ノ森のロー

プウェイでも少し並んで順調に自然園に着く。さすがに多くの登

山者、山スキーで賑わっている。ここから天狗原まではシールを装着して約１時間半の登

りだが積雪が多いので登りやすく天狗原に到着。ここで白馬乗鞍に登って乗鞍沢を滑降す

る組と天狗原から振子沢経由の老人組と別れる。 

振子沢には案内板もあって間違えることなく気持ちよく降る。やがて林道にでて蓮華温泉

に 14時に早くも到着。さっそく温泉に入ってビールで乾杯。今の時期はスキーでしか入れ

ないのでスキーヤーにだけ与えられた特権です。これではやめられない。 

 

（３／２８）今回は夕食付個室(¥12,000)なので軽く朝食を各自

取って早めに出発。予報では昼には雨なので峠越えまで雨が降ら

ないといいのだが、出発して早くもポツポツ雨が降り出してきた、

ただ雪が多いので滑りやすく距離を稼げる、角小屋峠では雨と強

風で目が開けられないくらいで急ぎ急斜面を一気に降る。ウド川

源流に降れば樹林帯になるので雨は気にならないが風がないの

が救い。ウド川沿いに長い斜滑降で白池まで来ると林道に沿ってショートカットしながら

快適に除雪している木地屋まで到着。ほとんど休まずに来たので 10:56 と今までの中で下

山が一番早かった。すでに雨が本降りになってだいぶ濡れてしまったが、やはり春スキー

は気持ちいい。デポしていた車に乗って栂池に戻りツアーは終了。 
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盗人岩で久しぶりの岩トレ 2021.4.5  

参加者 五十畑・白馬の山人・秀さん・

いくババ・聡子・文子・原山 

報告＆感想・・・五十畑 茂  

コロナで山行も自由にならない世の中

ですが、このたび 35 歳の原山君が入会し

ました。白馬のアウトドア会社に勤めて

いるので山に関する技術、知識を身に着

けるために仲間に加わりました。 

そこでしばらく出来なかった岩トレを

盗人岩でやることになりました。鈴木さん、秀さん、文ちゃん、いくババ、聡子さんなど

計７名が朝９時に参集。昨日まで雨で心配したが岩は乾いているようなのでさっそくトッ

プロープを張る。 

皆しばらく岩から遠ざかっているのでまずは 8 の字結びでハーネスに結ぶ。見た目がきれ

いにねじれたりしないことが強度も高い。正面ルートをトップロープで登るが最初の凹角

がかぶっているのでやや難しい、しかし原山君は手足が長いので左手が上に届いてあっさ

りクリア。みんなで拍手。なかなか素質があるようだ。その後手前のショートルートにも

トップロープを張って各自登って体慣らし。体の動きは実際の岩場を何回も登ることでよ

うやく慣れてきて昼休憩。午後からは懸垂下降の練習。スリングにビレイ器をつけ、バッ

クアップは巻き結びのオートブロックが最近の標準で、スムースにできるよう練習する。

グローブも忘れずに。 

実際の山行ではロープを使うことがなくても意図せず緊急事態が起きたときに思い出し

てできるかは日頃の練習で体で覚えておくことが大切です。それがあなたの安全を守るこ

とになります。 

 

大姥山 (1,003ｍ) 2021/4//6  

 参加者 いくババ・文子 

ルート金太郎の散歩道〜大姥の散歩道(周回) 

報告＆感想・・・イクばば 

昨年と同じルートを行く予定でしたが、神社駐車場まで車で

上がれたため、登りの時間が短縮できました。山頂は穏やかで、

四方の山をゆっくり眺めることができました。大姥の滝も行くこ

とにしました。水量は少なめでしたが、迫力ある佇まいでした。

下りを前回ルートにすると長距離登り返すため、破線の最短ルー

トを行ってみることにしました。このルートは途中から倒れた竹

に阻まれ道が不明瞭で、ルートナビを頼りに進みました。途中カ

モシカに近距離で行き会い、驚きました。ルートを二人で確かめ、

ナビを活用することで道迷いを避けることができました。 
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大姥神社の春蘭、山を彩る桜、延齢草、エンゴグサ、と春の花を楽

しみながらの山行となりました。 

ヒヤリハット 

狭い山道が崩れている所もあり注意が必要だった。 

立て札が新しい物に替えられている所もあったが、 

わかりにくい所もあったので、ナビを活用しながら登った。 

 

笹倉温泉→焼山→笹倉温泉

2021/4/10 

参加者  横田 +1 名（丸山） 

7:20 出 発 →9:00 ア マ ナ 平

→11:00 北面台地電柱→13:00

滑 走 →14:10 も う一 度 滑走

→15:00 笹倉温泉 

報告＆感想・・・横田 

今年は橋からすぐに雪があり、

とても快適に登っていけた。前

日に降雪があり、5cmから 10cm積もって おり、朝方は気温も-5度であった。  

先週白馬乗鞍に山スキーに行った時は気温が高く、ひどい汗かきであった。今回も同じく、

結構なるかと期待したが、晴れることはなく、標高 2000ｍから上はガスったままであった。

汗をかいての上りである。 

3 月中は仕事の関係上ずっと書類作りをしており、土・日曜日も関係なく PC の前に座って

いたので、生活サイクルが狂ってきてやる気の出ない負のスパイラルへ突入していた。工

事も終了し、やっと 本調子を取戻したので 5時間の登りもこなせる様になった。焼山は活

火山であるため、今もモクモクと煙を吐き出している。そこを滑るわけだが、レベルから 言

って、初級程度でムダに長い。針ノ木沢、マヤクボ沢みたいに何度も行きたくなる物では

ない。 多く 3回のちょっとした登り返しがあり、無駄に体力を使うところがいただけない。 

13:00 に滑走を初めてもう一回登り返したが、あいにくガスに包まれ、20 分程待機した。

ガスが晴れるかと期待したが、晴れることはなく、標高 2000ｍから上はガスったままであ

った。特に 15ｍ位しか見渡すことができず、遭難一歩手前であった。下っていけばガスは

関係なく、5 時間かけて登ってきた スロープを 1 時間程度で降りる。3 回ほど登り返しが

あり、汗だくになって車まで到着。 

ヒヤリハット ：ガスっていたため、自分が何処を滑っているのかわからなくなっている。  

 

笠丸山 2021/4/10 参加者 EIEI＋５ 

コースタイム 松川自宅 5：55➡佐久、西友 7：20➡発 7：55➡上野

村住居附登山口 9：30➡発 9：45➡山頂 11：22➡発 12：25➡登山口

14：30➡松川自宅 18：40 



5 

 

報告＆感想・・・EIEI 

佐久までマイカーで行き仲間の車に同乗。内山峠を下

り下仁田町を走る車中からは、緑のグラデーションに

彩られた山々に花桃やレンギョウ、水仙、紫ヤシオの

花々が咲く街道は春爛漫の装いだった。登山口の上野

村まで 3 時間強。登山口の住居附（すまいずく）地区

は林道を 4 キロほど入る。こんな所に人家があるのか

と思わせる場所であった。3軒ほどの人家があり、花が

咲き乱れ桃源郷の佇まいを感じさせる素敵な雰囲気。こんな場所には

初めて巡り合った。山の斜面に家があり、水仙やヤシオ、桜、レンギ

ョウ、ヤマブキ・・・。そして、川にはイワナが泳いでいる。自給自

足の生活ができるね！！と。登山開始の林道沿いにはヒトリシズカ、

ハシリドコロ、ネコノメソウ（コガネ，ヨゴレ）２種類、エンゴサク

などが咲いていた。登山道は細い道であったし、山頂直下はロープあ

り、ヤセ尾根岩稜帯なので慎重に山頂へ。狭いがそこでランチタイム。

両神山と双子山の展望台、2 等三角点あり。南峰には祠がありそこか

らテープを頼りに激下降。補助ロープはあるが・・・。途中ヒカゲツ

ツジ、トウゴクミツバツツジ、アセビ（白）、イチゲなどが咲いていた。

滅多にない激な下降を体感し、花満載の西上州に魅せられた山旅であ

った。 

 

京ヶ倉山（生坂村）2021/4/11 

参加者 いくババ・文子 

感想・・・イクばば 

昨週大姥山にヒカゲツツジが咲いて

いたので、慌てて京ヶ倉の山行を企画

した。日にちが合わず、総会が終わっ

た後に登る事にした。1 年ぶりの京ヶ

倉、相変わらず急登だ。日曜日ということもあり多くの登山者が

入っていた。時間がずれていたおかげで山頂付近は我々だけで、

ゆっくり景色を眺めることができた。ヒカゲツツジは山頂以外は満開だったが、霜に当た

ったのか色がくすんで見えるのが残念だった。毎年花を楽しみたい山だと思う。 

 

雨引山 1371ｍ（松川村）2021/4/15 

参加者いくババ・順子・＋１ 

報告＆感想・・・いくババ 

晴天に恵まれた山行になりました。 

古畑さんが都合により不参加になりました。 
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大きく下った下に岩うちわが咲いていました。頂上ではラーメン鍋

を囲みゆっくりと山を。イワカガミ、石楠花、イワナシの開花はま

だまだ先のようです。 

感想・・・順子 

今年初めての雨引山、登りは、急、ずっと急こんなに急でしたっけ。 

ロープにつかまり３ｍほど下る。とイワウチワ。可愛らしい姿にわー！と

感激。上の方のイワカガミ、シャクナゲはまだまだでした。頂上でなめこ

ラーメン郁ちゃん風をいただく。美味しいー！雪を被った山々、

青い空、赤い新しい鳥居、広がる田園風景、頂上は、3 人だけの

楽園でした。 

 

23年振りの角蔵山へ  報告じゅんちゃ  ２０２１・４・１５   

じゅんちゃ・EIEI 

地元に住んでいても角蔵山（１１６４ｍ）を認識している人は

少ない。私が知ったのは丸山晴弘氏の著書「山旅湯旅ふたた

び・平成９年発行」である。 

現在の登山口である住吉神社奥社入口へ林道を軽トラで向か

う。登山口前には１０台ほど駐車できる広場がある。登山口に

は標柱がありカタクリの花がいくつか咲いていた。ここから急

登を住吉神社奥社と角蔵山との分岐である尾根に進む。分岐

（１０８５ｍ）から７分ほどで住吉神社奥社に到着。ここには

立派な祠があり平坦な地形となっていてここで休憩をとる。来

た道を分岐まで戻り角蔵山に向かう。ここからは以前来た時と

違いクマザサが繁茂し前日の雪が融けクマザサに付着した露

でズボンが濡れ気持ちが悪い。いくつかのアップダウンを越え

角蔵山の三角点測量櫓をクマザサの中に発見し三角点の周り

のクマザサを鉈鎌で伐採した後写真を撮り近くにあった、かつ

て観音寺があったことを伝える標柱をクマザサの中に発見。角

蔵山から三郷スカイラインに行く道は確認できなかった。ここ

から来た道を戻ることにする。クマザサの無い場所にでたので

お昼を食べることにする。ここから樹林のなかから常念岳、蝶

ケ岳、鍋冠山、爺ケ岳、鹿島槍ケ岳が確認できる。東側に目を

向けると堀金、三郷の集落が手に取るように眺望できる。 

登って来た分岐点に向かう途中、道を間違え尾根を下ってしまいスマホのアプリで確認し

間違えた場所まで登り返すことにする。これだから里山は油断ができない。無事登山口に

戻り一日が終わった。 
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針ノ木雪渓スキー2021/4/45 参加者 五十畑・尾形 

 

感想・・・尾形 

8 時に無料駐車場に着いたがもう車は満車、強引に駐車し、８：２０分 

に出発針ノ木雪渓は何度も滑っているがいつも 6 月の慎太郎祭の頃で落石、デブリ、スプ

ーンカット等々で雪渓の状態はあまり良くなかった。4月の今回の天候に恵まれ、雪渓 

の状態も適度に固く、長靴のツボ足でも快適に登れた。先行パーティーは真矢久保に 4 人、

峠方面 1 人の登っていた。私も峠まで行こうとしたが峠直下のカベがカチン，カチンに固

く長靴では無理と判断 12時 30分に滑走開始、6月と違い 4月の雪の状態は最高！気持ちよ

く駐車場まで滑ることができた。五十畑さんに感謝！！ 

 

長野市 虫倉山 2010/4/20 

参加者 勝野 尾形 石井  根橋 

菅 村上 宮原 細田 ＋１ 

報告・・・いくババ 

晴天に恵まれ、気持ちよく山行ができ

ました。さるすべりコース６人、不動

滝コース３人 

さるすべりコースは思いの外、急登と鎖の連続が有り緊張しました。

昼食はアルプス展望をしながら？焼肉を囲みました。帰路は小川村

からの展望を楽しんだり高山寺の三重塔を見学しました。美麻珈琲

店にてお茶をして帰りました。 

 

善光寺街道・・第 3 回 2021/4/18 報告じゅんちゃ参加者 ツルチャン EIEI 尾形 じゅんちゃ 

善光寺街道歩き第 3 回。今回は青柳宿切り通しから麻績宿を経由し聖湖がある猿ケ馬場峠

まで１０Km以上歩くことにした。天気は目まぐるしく変わり「おせんの茶屋」下でタケノ

コ汁や〇〇焼きを作りお昼を食べていると雪がちらつきビックリ！！！桜も満開で第４回

は稲荷山宿方面に歩を進める。善光寺まで頑張ります！！！ 
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奇妙山（1099ｍ）・尼厳山（780・9ｍ） 2021/4/25 

参加者 EIEI・ツルちゃん・広一＋４ 

山行報告（感想など）・・・EIEI 

いつものトレッキング仲間との合同山行で長野市のメ

ンバーが主な計画を立ててくれた。岩沢登山口は迷路の

ようで案内がなければ迷子になりそうでした。P は 3 台

程で狭い。北尾根分岐までは急登を 30 分ほど登る。稜

線上は風が強く以外に寒いと思う体感温度。天候は曇り

であったが、高見岩の場所では遠望は効いて市街が

見渡せる。松代の城下町の説明を聞き、遠い戦国時

代に思いをはせる。奇妙山山頂は戦国時代の山城で

あったとうかがえる、堀切の跡がある。北アルプス

の展望良好。そこから一気に下り、尼厳山山頂に向

かう。やはり山城の跡の様相。風が強く少し下った

所で休憩。急傾斜の下りで途中、天の岩屋に立ち寄り登山口に戻

る。清滝と阿弥陀堂を案内してもらうが柱状節理の岩盤が素人目

にもハッキリと伺える。水量は少ないが見事であった。前日、ブ

ラタモリで長瀞町の柱状節理の番組を見たと話題彷彿。地殻変動

の凄さを目の当たりにして地質にも興味深々。登山の多様性を実

感した時間でした。咲いていた花もたくさん教えてもらった。ご

りん草、蛍カズラ、ウグイスカグラ・・・。ヒトリシズカ、エンゴサク、等々。 

余談・・・。（(笑)）何年か前の登山靴の底剥がれ事件を思い出してしまった！！ 

 

         機関紙部より 

今年度より 宮島＆鶴川（EIEI）のコンビで担当します。 

機関紙へはＰC、LINE、ＦACEＢOOK 等からのコメント-感想などを受け付けますので気軽に

会員の皆様の声を寄せて下さい。宜しくお願いします。 

 


