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2018年9月30日発行  県連機関誌部

岐阜県連主催 伊木の森岩登り講習会報告 

岐阜県勤労者山岳連盟 遭対部長 西部 一政 

 

 今年の夏も、昨年夏も天候に恵まれませんでした、そんな中今回 9月 2日、日曜日に伊木の森に

て、岩登り講習会を行いました。前日は天気が悪く、日曜日もあまり良くない予報でしたが、各務原

市の日曜日の降水確率が４０％であったので、それに掛けて開催を決定しました。 

 早朝は、雨が降っていましたが各務原市に向かう途中太陽が覗、予報通りだと喜びました。 

参加者は、大垣労山 7 名、岐阜ケルン 2 名、多治見ろうざん 2 名、中津川労山 1 名、瑞浪山の会 1

名、みのハイク 14 名、全員で 27 名の参加がありました。県連のほとんどの会が参加して頂き本当

に良かったと思います。 

 講習会は、最初に全国連盟からの「緊急アピール」内容は、8月の 1か月の間に 3件、4人の死亡

事故が発生しました（東京都連内）その報告と、事故が続かない様注意しましょうとお願いをいた

しました。 

 講習会は、初級者対象で、自分でクライミング道具を持ってクライミングを経験した方を対象に

講習会を開催しました。 

統括講師を藤田清さん（中津川労山）にお願いしました。「クライミングの基本の話」のテキスト

を藤田さんに作って頂き、約 1 時間、実技を交えながら説明を頂きました。知らなかった事も多く

ありました、安全クライミングに重要なポイントを分かり易く教えて頂きました。 

説明の中で、支点を取る位置が重要。一つ目は、ビレイヤーの近い位置で取る、そして 2 つ目の

支点を取るまでが一番神経を使って行う事が重要と習いました。重要な事は、沢山有りましたが、

此処が私は大きなポイントと思いました。今日習った事を、忘れないためには、定期的に反復学習

が必要と思います。 
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10 時頃より、グループ分けをして、午前中じっくり時間を掛けて、セルフビレイ、支点確保、懸垂

下降の安全な操作を繰り返し反復練習を行いました。グループリーダーは、1組は藤田さん、2組は

池田さん（大垣）、3組は入野さん（ケルン）、4組は中山さん（みのハイク）の 4グループに分か 

れて、手すりの欄干を利用して行いました。 

二人一組で、ビレイヤーとトップに分かれて、最初のビレイ、トップが登ってビレイ、セカンドの

引上げの支点確保、2ピッチ目へのビレイ、支点の確保と一連の流れを繰り返し習いました。スムー

ズにいかず、てこずりました。間違った操作を的確に指導してもらいました。 

懸垂下降では、バックアップの取り方と、下降器の前に引き戻す方向のロープにカラビナを掛け

ておく、端末をエイトノットで結束する。端末は末端処理をしない。基本操作を繰り返し練習しま

した。 

午後は、午前中の練習を踏まえて、岩場にて実地練

習を行いました。しかし習った事を実際に行うと、忘

れてしまう事が多かった。忘れないうちに、数多く反

復練習が、安全クライミングには欠かせないと改めて

感じました、練習は午後 3時位まで行いました。 

藤田さん、池田さん、入野さん、中山さん、指導有

難うございました、今後共宜しくお願いします。事故

も無く、良かったです。 

登山は、体力、地図の理解、装備がしっかりしていれば、一人でも出来ますが、クライミングは正

しい技術と仲間がいないと出来ません。今年度県連では会と会の繋がりを深めてゆこうと取組んで

います。仲間がいない、教えて貰える人がいないなど、会員の要望に応えられれば良いと思います。 

岩登り講習会は継続が重要と思います。来年に向けて要望等あれば、会の遭対部長さん、県連理事

さんを通じて提案して貰えると嬉しいです。 
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死亡事故が連続発生 

安全登山にむけた緊急アピール 

                2018 年 8 月 31 日 

                日本勤労者山岳連盟 理事長 浦添嘉徳 

                       遭難対策部長 臼井邦徳 

 

 労山内の死亡事故は、今年に入って 7 月までゼロのまま推移してきました。

しかし残念なことに、8 月に入って下記のように、3 件 4 人死亡の事故がたて続

けに発生しました。 

 

 ①8 月 12 日（日）14:00 新潟県苗場山南面／赤倉山・サゴイ沢 

    事故者が 8ｍ滝をトップで登攀中、トラバース途中でバランスを崩して

滑落により死亡。男性（64 歳）。遺体に目立った外傷は見られなかった

とのこと。 

 ②8 月 13 日（月）12:25 北ア／剱岳・早月尾根 

    悪天のため登頂を断念し、下山中に先頭を歩いていた事故者がつまず

き、滑落。頚椎骨折により死亡。男性（78 歳） 

 ③8 月 26 日（日）午後 奥秩父／飛龍山・大常木（おおつねぎ）沢 

    沢登りをしていた男性から「男女２人が沢で流されて沈んだのを見た」

と警察に通報があり、捜索したところ、遺体（男性 57 歳、女性 48 歳 

二人は夫婦）が発見された。現場の沢は、それまでの大雨によって増水

していた。 

 

 この 4 名は、いずれも労山東京都連盟に所属する会員でした。 

 3 件の事故原因は、はっきりとはわかりませんが、①は 6/30～7/1 の全国遭難

対策担当者会議で指摘されていた山での突発的身体症状（突然死）も排除でき

ず、②は事故者がかなり高齢で、背景としてのバランス能力低下が考えられま

す。③は、悪天候による増水が想定されます。 

全国連盟は、4 人が所属していた東京都連盟に対して、事故対策のいっそうの強

化・徹底を呼びかけるとともに、来週は台風が日本列島を直撃することが予想

されるなど、天候不順にも十分に気を付け、安全登山を推進するよう、緊急に呼

びかけるものです。 
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東海ブロック基金担当者実務講習会 

日時 2018年 9月 9日（日） 13：00～16：30 

場所 愛知県労山連盟事務所 

参加 多治見１名、あるぱいん KANI１名 他、愛知県、静岡県の労山が出席。 

講師は本部役員 ４名が説明  

    

主要ポイント 

１） 労山基金の交付の推移と運営理念 

・基金は営利目的でなく、会員の相互扶助で運営、活用方法として、事故予防対策の充実とし 

 て、講習会や訓練活動の支援を実施。 

・基金加入者、約 2万 2千人から現在 1万９千人で下げ止まりが出来ていない。 

・2017年度、寄付金交付額３，２６０万円、内訳が救助交付金支出４００万円、死亡見舞金 

 ４６０万円、入通院金２，４００万円。払込寄付金総額７，９５０万円。 

  死亡３名、事故件数２１５件。 

２）労山基金の取扱い実務 

  ア、第１種基金の概要 

   会・クラブあるいは地方連盟が所属会員の遭難事故発生に備えて任意の金額を積立て、事故 

   発生時に積立金の１０倍まで無利子で借りられる。解約は元金を返却する。 

  イ、第２種基金の概要 

   第２種基金には、「第２種基金団体」と「第２種基金個人」の２種類がある。 

   「第２種基金団体」は寄付金一口２，０００円で５口まで。所属会・クラブの会員であれば   

   だれでも交付される。年 2回まで交付、入通院の交付のみで、救助・捜索には適用されない。 

   死亡交付は寄付金額の１０倍。 

  ウ、第２種基金個人の概要 

   加入条件として、労山会員登録がされていること、連盟費を納めていることを条件とする。 

   寄付金は 1口から１０口まで、1口１，０００円とする。 

   加入目安はハイキング、軽登山は３口以上。雪、岩、沢登山は５口以上。積雪期、海外登山 

   は１０口を推奨する。 
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   エ、事故発生時の交付条件として、特筆する内容 

    ・街道歩きや、寺社仏閣散策は、会山行として実施した場合は、交付されるが、個人山行 

     は認められない。（登山道を歩くのが条件。） 

    ・疾病が事故要因となる事故は、医師の証明が必要、医師の証明が取れない場合、所属会、 

     県連が因果関係をみとめる必要あり、判断基準がむつかしい。 

    ・人口壁での事故は、人口壁施設管理者の証明をもらうこと。 

    ・事故一報を、３０日以内に所定用紙でＦＡＸ又はメールで全国連盟に送付、合わせて、 

     県連理事長及び、県連遭対部長に「事故一報」を送ること。 

     間違いなく届いたか、電話にて全国連盟に確認する。0120-44-2742 担当：小池さん 

     オ、３倍交付の特典について 

     ・寄付金申請口数の 3倍交付、但し 10倍を上限とする。 

      ５口は 2倍、１０口は申請のまま。 

①岩、沢、雪、海外を除く山行 

      ②標高 2000ｍ以下 

      ③標準タイム 5時間以内、市町村等が出しているガイドブックでもよい。 

       歩行時間が証明が出来る資料の提出。 

      ④既設登山道、地図の破線コースやバリエーションは除く。 

      ⑤日帰り 

      申請方法は、交付申請書の⑤に交付の特典を申請の「します」に〇をする。 

      軽登山、ハイキングでの事故で、申請口数が少ない人への補助、矛盾を感じる所もあ 

      るが、現在はそうなっている。 

１） 会員登録申請 

１）申請用紙は、「http://www.jwaf.jp」より、トップページの「JWAF会員証」よりダウン 

  ロードする。 

２）会員申請は、エクセルデーターをメールする。その場合全国連盟より、受領確認のメール 

  が届く、届かない場合は、必ず全国連盟に確認をする。 

３）他の加盟山岳会に移籍する場合は、手続きが難しいので、全国連盟の指導を受けた方が良 

  い。特に年度の中間では、寄付金の返納等が発生する。 

４）会員が退会する場合は、「労山システム会員登録 退会届」を提出する、その場い会員証も 

  全国連盟に送る。 

５）海外登山等で、労山基金加盟証明が必要な場合は、全国連盟に申請すれば、発行される。 

事故が発生したら 

１）事故がおきたら、交付申請する、しないにかかわらず、「事故一報」を３０日以内に、山行  

  山行計画書を添付して、全国連盟に発送する、その場合岐阜県連では、県連理事長及び、 

  県連遭対部長にも発送する。 

  団体番号は、「http://www.jwaf.jp」の、トップページの「クラブ紹介」の項目をクリック 

  すると、調べる事が出来る。 

２）「事故一報」送付後、本部より、交付申請に関する書類が送られる。 

   交付申請で、初期に費用がかさむ場合は、部分前払いも出来る。 

 

3 )

4 )
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  申請は、事故発生後１年以内に申請する、万が一１年を超える場合は、全国連盟に報告する。 

 入通院証明書は、本人が書いても良い、但し通院等の領収書の添付が必要。（コピーは不可） 

１） 短期掛捨てプラン及び、行事主催者賠償責任プラン 

  会主催の、一般参加の行事や、県連主催の学習会で、行事主催者賠償責任プラン」を申請 

 している会が、ありました。岐阜県でも検討の余地あるかと考えられる。 

１） 労山基金と他の各種保険との比較 

 労山基金との比較は難しいが、救助捜索費用の限度が高い、海外登山にも支払われる所が大 

 きな特徴。 

 日本山岳救助機構（ジロー）は、掛け金は少ない、救助捜索に特化している、他も色々特徴 

  があるが、労山基金は営利目的していない。 

 

                       報告者 西部 一政 （多治見ろうざん） 

5 )

6 )
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第 21回 全国ハイキング交流集会 in伊豆長岡 

  参加報告 長沢近房 

日時 2018 年 9 月 15 日（土）13：00 ～ 16 日（日）10：30 

会場 静岡県 伊豆長岡温泉・実篤の宿いづみ荘 

主催 日本勤労者山岳連盟 ハイキング委員会  主管 静岡県勤労者山岳連盟 

参加人員 約 70 名 ＋全国連盟 7 名 

第 1 日  

基調提起（石川委員長） 

       会員の高年齢化と会員数の減少などの課題に万能の解決策はなく、地道に様々な取り

組みを継続することしか方法はなく、楽しく安全な会活動を作り上げることが重要です。 

記念講演 「火山の恵みとその危険性」 講師 島村英紀先生 

（地球物理学者、元・北海道大学教授） 

 

       日本の陸地面積は世界の 0.25%しかないが、世界の陸上にある火山の 1／7 が日本に

あり、またマグニチュード 6 を超える世界の大地震の 22％が日本で発生している。日本

には活火山が 110 もあるが、死火山だと考えられていた御嶽山が 1979 年にいきなり噴

火して以来、「活火山・休火山・死火山」という分類はなくなっている。 

2014 年 9 月に起きた御嶽山の噴火は 60 人以上という戦後最多の犠牲者を生んでしま

ったが、火山灰や噴石の容量は東京ドームの 1／3～1／2 ほどでしかなかった。東京ドー

ム 250 杯分以上の火山灰や噴石や溶岩が出てきた「大噴火」は、日本では 17 世紀に 4

回、18 世紀に 6 回、19 世紀に 4 回あったが、20 世紀になると、1913-14 年の桜島、1929

年の北海道・駒ヶ岳の後 100 年近く「大噴火」は起きていない。 

「大噴火」よりもさらに大きな「カルデラ噴火」は、日本では 7300 年前の九州南方の

噴火が一番近年のものだが、九州を中心に西日本で先史時代～縄文初期の文明が断絶し

てしまった。縄文初期の遺跡等が東北地方だけに集中するのもこれが理由である。 

この 100 年ほどは日本の火山活動も首都圏の地震も「異常に」少なかったが、東日本

大震災という巨大地震をきっかけに「普通」に戻りつつある。1707 年の富士山の宝永噴

火は宝永地震の 49 日後という「地震が誘発した」有名な噴火である。 

とても危ないところに、知らないで住み着いたのが私たち日本人なのである。一方で

四季がはっきりした気候も、農業も、温泉もみんなプレートの衝突で作られた火山の「お

かげ」である。噴火は瞬間的、一過性のものだが、その他の長い時代は恩恵に浴している

わけである。私たちは、地震国・火山国に住む覚悟と知恵をもっているべきであろう。 

 



    今後の行事予定
１０月 ２１日（日）　　山祭り　　各務野自然遺産の森および各務原アルプス周回ハイキング

　　　8:30　各務野自然遺産の森駐車場集合

１１月１１日（日）　　　　　　　　東海ブロック雪崩講習会　机上学習

１月２６日（土）～２７（日）　　 東海ブロック雪崩講習会　実技

　　理事会の予定
１月２６日（土）　第４回県連理事会　１９時～　瑞浪山の会事務所
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分 散 会  3 班（各 20 余名）に分かれて、自己紹介を兼ねて、所属の会・クラブ、 県

連の現状と問題点、課題への対応策と取り組み状況等を全員が報告しました。高

齢化問題、若年層の未加入、会費問題、会員のグレード化、リーダー層の不足と

育成等、様々な問題提起がありました。 

夕食交流会（参加県連ごとに挨拶） 

      岐阜県は 4 年前に「第 19 回全国ハイキング交流集会 in 岐阜」を多くの参加

者を得て実施したので、その御礼の挨拶をしました。 

第 2 日  

分 散 会  初日の続きで問題点や課題への対応策について意見交換をしました。 

     多くの会で、ホームページやハイキング講座・登山教室の充実が会員拡大に大

いに結び付いている。会の勢いが衰えてくると容易に原因・理由としやすい若年

層の組織忌避、会費問題、会名変更などの問題が出てくるが、会が活性化してい

るときはあまり出てこない。会の山行や組織の状態を見直し、活性化することに

創意工夫をすべき、とのまとめとなりました。 

      

交流ハイキング（3 コース） 

   ①葛城山（かつらぎやま）452ｍ 14 名参加（私も参加しました） 

     伊豆長岡温泉街のすぐ南にある小さな山。晴れておれば頂上からは大展望が楽し

めたはずだが、富士山は完全に雲の中だった。狩野川の流域など眼下の広い範囲

の景色は眺めることができた。頂上には二等三角点とともに源頼朝像があり、伊

豆が源氏縁の地であることが窺える。この日は大変湿度が高く蒸し暑い一日だっ

たが、タマアジサイやキツネノコなどの特有の花々やタマゴタケなどのキノコな

どもたくさん目にすることができ、気がまぎれた。ハイキングにはもってこいの

山である。 

   ②歴史ハイク（韮山反射炉周辺） 

   ③ジオハイク（伊豆北部 丹那断層など）バスで移動 

 

以 上 



　（2730ｍ・2956ｍ）

1

多治見ろうざん

　 　県連ニュース　№5-2

岐阜県勤労者山岳連盟

機関誌「ろうさん」（第122号）

2018年9月30日発行  県連機関誌部

木曽駒ケ岳（2956ｍ）将棋頭山・木曽駒ヶ岳周回

7 月 26 日（木） 

参加者＝4名 

コースタイム：土岐 4:30発⇒菅ﾉ台バスセンタ

ー6:10着⇒バス⇒ロープウェイ⇒千畳敷 7:10

着千畳敷 7:20発→乗越浄土 8:20→駒飼ノ池→

濃ｹ池 9:35着（休息）→八合目→将棋頭山

11:00着(昼食)11:50発→西駒山荘(コマクサ

鑑賞)12:20発→馬ノ背→駒ヶ岳 14:30着（休

息）→千畳敷 15:50着千畳敷⇒菅ノ台バスセ

ンター16:50着 

感想： 

 千畳敷は緑の草原とお花畑で一服の清涼感を

得た。乗越浄土から駒飼ノ池コースは人が少

なく数組のパーティに出会っただけであっ

た。駒飼ノ池から濃ヶ池のコースは細かい羽

虫が多く目鼻に入って不愉快であった。虫避

けは必携である。 

濃ヶ池の水量は少なく、これは”薄ヶ池”

と、休息中の人が冗談をいっていた。 

将棋頭山でゆっくり昼食を取りその後西駒山

荘まで下って満開の赤紫色のコマクサを鑑

賞。 

小屋のご主人が見えて真新しい小屋をのぞく

と杉の香りが心地よく、いつかはここに泊ま

ってビールでも飲みながらゆっくりとしたい

気持ちになった。(西駒山荘はこの時期、地元

の学生による集団登山を行って利用するた

め、泊まる場合事前に確認し予約した方が無

難である) 

駒ヶ岳山頂は予想どおり大変な人数の登山客

で賑わっていた。 

立ち寄り温泉情報:こまくさの湯(食事付きで

1020円) 

参加者＝10名 

コースタイム：多治見 5:00→千丈敷駅 7:30…乗

越浄土 9:45…中岳 10:20…木曽駒山頂 11:10～

11:50…宝剣岳 13:50…極楽平 15:10…千畳敷

駅 15:50→多治見 20:00 

感想：（き・そ・こ・ま・を頭にして、、） 

 きちんと 3点確保して、岩をのぼる。 

岩稜が多いところは宝剣岳から極楽平の

間クサリ場もあり 3点確保して 10人が協

力して渡る事ができました。 

そらは青く頂上からの 360度の展望はすばらし

い。 

   木曽駒ヶ岳の頂上からは少し雲のかかっ

た富士山をはじめ、御岳、乗鞍、恵那

山、北アルプスの槍ヶ岳や南アルプス、

八ヶ岳などを見ることができました。 

 こまくさの白い花はめずらしい。 

   コマクサの白色の花は頂上木曽小屋付近

にわずかですがさいていました。 

   美しい花と、常に砂礫が動き、他の植

物が生育できないような厳しい環境に

生育することから「高山植物の女王」

と呼ばれている。命名者は植物学者の

牧野富太郎博士である。 

 また登りたい木曽駒と、食べたいソースカツ

丼。 

今回の山行では花を見てのユックリ山行だが、

ソースカツ丼を食べたいという会員もい

て、花はたくさん見ましたが時間的余裕

がなくソースカツ丼は食べることができ

ませんでした。次回を楽しみにしてくだ

さい。 

この縦走に向け、一つ一つ体力をつけてきた

努力が報われた４日間でした。 

・暑さとリュックの重さで雪渓は苦しい登りで

したが登りたかった針ノ木岳は３６０度の展

望で大感激でした。その先の蓮華の大下り～

船窪岳～不動岳の厳しい縦走路も針ノ木岳が

見守ってくれて、無事に歩けた気がします。 

天気に恵まれ、毎日、北アルプスの雄大な

峰々を見ながらの縦走は最高でした。 

この達成感は皆さんと一緒に楽しく頑張れた

お蔭と感謝致します 

・好天に恵まれて、上級者コース（確信を持っ

て言えます）を無事に達成することが出来た

のも、皆様のお陰です。 

初日は、水の重さもあって、この先の縦走に

不安を感じながらの雪渓の登りと、着いてす

ぐの針ノ木の登頂。二日目は今回の縦走の楽

なコースの筈だった「蓮華の大下り」。三日

目の船窪岳登頂の後の大きなおおきな不動

岳、南沢岳の登りとナガーイ道のり、どのコ

ースもハラハラドキドキでしたが、とても実

りのある山行で、充実感で一杯です。そして

小屋でのビールの味がとてもおいしかったで

す。 

8月 2日（木） 

http://tajimirouzan.main.jp/2018-n/7gatu/kisokomagatake/kisokoma.html
http://tajimirouzan.main.jp/2018-n/8gatu/kisokomagatake-houkenndake/kisokoma.html
http://tajimirouzan.main.jp/2018-n/8gatu/kisokomagatake-houkenndake/kisokoma.html
http://tajimirouzan.main.jp/2018-n/8gatu/kisokomagatake-houkenndake/kisokoma.html
http://tajimirouzan.main.jp/2018-n/8gatu/kisokomagatake-houkenndake/kisokoma.html
http://tajimirouzan.main.jp/2018-n/7gatu/kisokomagatake/kisokoma.html
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針ノ木岳（2,799ｍ）・蓮華岳・北葛岳

七倉岳・船窪岳・不動岳・南沢岳縦走

・高瀬ダムから七倉まではタクシーで移動。 

感想: 

・天候に恵まれ、里の暑さと違い稜線は涼しい

風もあり、コマクサの群落を眺めながら、多

くの峰を登り下りしてのきつく楽しい縦走登

山でした。 

・皆様のお力で楽しい縦走ができましたこと、

心より感謝しています。 

またヒヤリハットなどなく、自分では疲労困

憊の気持ちでしたが、他の登山者からみた

ら、みんな元気いっぱいに見えたのが笑えま

したね。 

今回の山行では花を見てのユックリ山行だが、

ソースカツ丼を食べたいという会員もい

て、花はたくさん見ましたが時間的余裕

がなくソースカツ丼は食べることができ

ませんでした。次回を楽しみにしてくだ

さい。 

8月 2日 (木)～5日（日） 

参加者＝5名（1名は船窪小屋で合流） 

コースタイム： 

1日目 多治見 5：00→中津川 5：45→扇沢 9：

00…大沢小屋 10：20～10：30…針ノ木峠（針

ノ木小屋）14：00～14：35～針ノ木岳 15：35

～15：50…針ノ木小屋 16：45 

2日目 小屋 6：05…蓮華岳 7：35～8：00…北葛

乗越 10：00～10：25…北葛岳 11：40～12：10

…七倉岳 14：20～14：30…船窪小屋 14：45 

3日目 小屋 4：35…船窪乗越 5：35～5：45…船

窪岳 6：05～6：20～船窪第二ピーク 7：55～

8：05…不動岳 11：25～11：55…南沢岳 13：

55～14：10…烏帽子小屋 16：10 

4日目 小屋 6：40…登山口 10：33…高瀬ダム

11：00→中津川 16：00→多治見 16：45 

山の情報： 

・登山口までの距離： 230ｋｍ 

・登山口の扇沢で七倉へ車の回送を依頼する。 

この縦走に向け、一つ一つ体力をつけてきた

努力が報われた４日間でした。 

・暑さとリュックの重さで雪渓は苦しい登りで

したが登りたかった針ノ木岳は３６０度の展

望で大感激でした。その先の蓮華の大下り～

船窪岳～不動岳の厳しい縦走路も針ノ木岳が

見守ってくれて、無事に歩けた気がします。 

天気に恵まれ、毎日、北アルプスの雄大な

峰々を見ながらの縦走は最高でした。 

この達成感は皆さんと一緒に楽しく頑張れた

お蔭と感謝致します 

・好天に恵まれて、上級者コース（確信を持っ

て言えます）を無事に達成することが出来た

のも、皆様のお陰です。 

初日は、水の重さもあって、この先の縦走に

不安を感じながらの雪渓の登りと、着いてす

ぐの針ノ木の登頂。二日目は今回の縦走の楽

なコースの筈だった「蓮華の大下り」。三日

目の船窪岳登頂の後の大きなおおきな不動

岳、南沢岳の登りとナガーイ道のり、どのコ

ースもハラハラドキドキでしたが、とても実

りのある山行で、充実感で一杯です。そして

小屋でのビールの味がとてもおいしかったで

す。 

http://tajimirouzan.main.jp/2018-n/8gatu/harinokiebosi/hari.html
http://tajimirouzan.main.jp/2018-n/8gatu/harinokiebosi/hari.html
http://tajimirouzan.main.jp/2018-n/8gatu/harinokiebosi/hari.html
http://tajimirouzan.main.jp/2018-n/8gatu/harinokiebosi/hari.html
http://tajimirouzan.main.jp/2018-n/8gatu/harinokiebosi/hari.html
http://tajimirouzan.main.jp/2018-n/8gatu/harinokiebosi/hari.html
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阿弥陀岳（2,805ｍ）8月4日　(土)

参加者：2名 

コースタイム：船山十字 7：40…南稜広河原取付

き…立場山 9：45…青ナギ 9：50…無名峰 10：

50…阿弥陀岳 12：40～13：05…西の肩中央稜

取付き 13：15…P2450ｍ14：20…ダケカンバの

森 14：50…立場沢 15：45…堰堤 16：10…船山

十字 16：50 

山の情報： 

登山口までの距離：180ｋｍ 

駐車場情報：駐車 10台（無料）、トイレ無 

 日帰り温泉もみの湯 500円（今回 300円） 

感想:夏合宿前に、トレーニングで阿弥陀岳南稜

を計画した。このコースはとにかく水場が無い

ので、3ℓ用意した。ウインダーゼリーや水分の

多い行動食を用意した。立場岳稜線に出るまで 

の尾根は急登できつかった。青ナギからは霧で

微かに見える、尖った大天狗が不気味に見え

た。無名峰のピークからは、赤岳キレットの

赤い岩肌が迫力あった。頂上までは手元、足

元を注意して登る。多くの高山植物が緊張感

を和らげてくれた。一番の難所のルンゼはガ

スが掛かって、迫力は今一でした。頂上まで

は追い抜かれた 2人に会っただけで静かな登

山でしたが、頂上は思った通り多くの登山客

でした。頂上もガスがかかり眺めは残念でし

た。 

 帰路は、今回初めての中央稜を降りました、

取り付きは注意しないと通り過ぎてしまいま

す。しばらくは、ハイマツの尾根を下ります。

眺めは最高です。ツゲの樹林帯に入る所が、ト

レースが薄かった。５０ｍ近い岩壁の基部をト

ラバースする所は見ごたえ有りでした。次はダ

ケカンバの森を下り、そしてカラマツの森を下

ります。此処は急な下りでした。立場川に出る

と、黄色い花が一面に咲いていました。 

こんな景色は初めてです。蕗の仲間と思いま

す。沢伝に下り砂防ダムを３ツ越すとようや

く林道に出ました。長い下りでしたが、八ヶ

岳の多くのコースの中でも見どころの多いル

ートでした。危険な場所は有りませんでし

た。 

http://tajimirouzan.main.jp/2018-n/8gatu/amidananryou/amidananryou.html
http://tajimirouzan.main.jp/2018-n/8gatu/amidananryou/amidananryou.html
http://tajimirouzan.main.jp/2018-n/8gatu/amidananryou/amidananryou.html
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夏山合宿報告　【中津川勤労者山岳会】

■ 山域 南アルプス 山名 双児山・仙丈ヶ岳       

■ 山行年月日 2018 年 8 月 18～19 日   

■ 山行形態 テント泊         

■ 参加メンバー 渡辺・宮下・濱島・安江・磯部 5 名 

■行程・タイム記録    

＜１日目＞ 

5：30 中津川⇒7：20 仙流荘 7：55(バス)⇒8：55 北沢峠⇒9：15 テント場（テント設営）⇒ 

10：00 テント場⇒12：25 双児山山頂 12：53⇒14：30 北沢峠 14：34 テント場⇒就寝 20：00 

＜2 日目＞ 

起床 2：00 ／3：00 テント場二合目 3：50⇒四合目 4：44⇒大滝頭 5：13⇒六合目 5：40⇒ 

6：25 小仙丈ケ岳⇒7：00 八合目⇒仙丈小屋分岐 7：20⇒7：55 仙丈ケ岳山頂 8：12⇒ 

8：29 仙丈小屋分岐⇒8：40 仙丈小屋⇒9：08 仙丈小屋分岐⇒9：25⇒10：20 六６合目⇒ 

10：38 大滝頭⇒10：55 四合目⇒11：08 三合目⇒11：36 二合目⇒12：00 テント場登山口 ⇒ 

12：09 テント場⇒12：30 テント⇒12：55 バス⇒13：40 仙流荘（お風呂・食事）⇒17：00 中津川 

 

 

夏山合宿のトレーニングで、木曽駒、恵那

山を予定していたが両方とも天候不順で

中止となり、本年の最初の本格的山行と

なった。 

メンバーは５人。 

北沢峠からテント場までは、10 分の下り

であり、すでに多くのテントが乱立して

いたが撤収する人のテントをまってテン

トを張り、場所としては最適な場所とな

った。 

<１日目> 

トレーニングで双児山まで登る。 

先日までの台風の影響で空気が澄んでおり、山

頂では東駒ヶ岳が大きくきれいに見えた。 
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<２日目>  

昨日は 20 時に就寝したが寒くてほとん

ど眠れなく、早く 2 時にならないかと

思いながら眠る。 

久しぶりの早朝出発であり、予定通り 3

時に出発できた。 

ヘッドライトでの歩行は、闇の中から

何か出てくるのではないかと思いなが

らの木々が不自然にざわざわすると不

安な歩行となった。 

明るくなり、歩行するルートが見える

とガックリするくらい長い道のりが見

えて、途方に暮れる。 

 

【はるかなる南アルプス山頂】 

 

 

仙丈小屋分岐からここを登ると頂上と思いきやまだ

先がありスピードが落ちる。予定より 15 分遅れで

仙丈ケ岳に到着、休憩し写真をとり下山、トイレ休

憩で仙丈小屋を出発したときには、予定より 30 分

以上遅れており 13 時のバスに間になわないか心配

になる。 

下山は、一気に降りた、「地球の重力に 90K オーバ

ーの体重が引っ張られ」、気持ちはゆっくり歩くつ

もりがスピードが増して予定より 30 分早くテント

場に着いた。 

中国人・韓国人が多く、No1 富士山・ No2 北岳・

No3 間ノ岳が一度に見えると興奮していた。 

テントキーパーがテントを撤収してくれていたの

で、早急にバス乗り場に行き混雑しているなか、バ

スに乗り仙流荘へ・・・・。 

久しぶりの夜間登山、夏山合宿であり、興奮した。 

またやりたいな。 

 

 

以上 
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2018 年夏 劒岳八ッ峰Ⅵ峰 C フェース剣稜会ルート 2018.7.14～7.16 

 

 

あるぱいん KANI 

当会は「生きて帰る」をかかげて、日頃活動をおこなっている。現在は 9 名で活動をしている。こ

の会の良い点は活動計画が立てやすいことである。技量や経験を互いに知っているので、何をどこま

ですればよいのかを理解しているからである。そのことは、安全登山をつねに心掛けることにつなが

っている。 

具体的な活動は、クライミングを中心にして、登攀技術の向上を図り、全体の技量に合わせた山行

を行っている。クライミング、沢登り、山スキー、雪山、無雪期登山、ハイキング等多岐にわたる。

会員の平均年齢が上がるにつれて経験が重なり、個々の技量も向上している。毎月の例会や SNS で

提案及び計画立案検討を行い、遭難リスクを少しでも下げることに努めている。なかでも、合理的な

時間短縮は遭難のリスクを下げると考えている。具体的には、①GPS と紙面地図を適宜利用し、道

迷いによる時間浪費を抑える。②偵察による時間配分の検討及び修正をおこなう。③行程・装備マネ

ージメントをする。 

【山行より】 

① GPS と紙面地図の積極的な利用 

 紙面地図と GPS 機器を併用している。GPS については、会

員は専用機もしくはスマートフォン GPS を使用している。ホワ

イトアウトした場合或いは夜間等の GPS は有効必需である。今

回は早朝出発であり GPS が役に立った。  

② 偵察や情報収集による時間配分の検討及び修正をおこなう。 

 1 日目・・・・  剣山荘まで 

野営管理署で長次郎谷と劒沢の情報を入手。前年より雪は少なめ、長次郎右俣は雪渓が切れていて

通行不可。C フェースまでは問題なく行けることを確認。実施を決定した。 

2 日目・・・・2:00 剣山荘〜劔沢 

 夏道がまだできていないために、そのまま劒沢に降りずに劒沢小屋まで引き返すことにした。未明

でヘッドライトの明かりでは余計に迷うと判断したのだが、結果的に劒沢への降り口を GPS で特定

するのに 20 分ほど時間を費やしてしまった。沢が深く、周りの様子を確かめるのにヘッドライトの

明かりがたより。前日に GPS でポイント指定しておけばよかったと反省。下りの雪渓では、足元の

雪面が所々氷化していたので、念のためにアイゼンを装着。おかげで、快適に歩行ができた。 

・・・・4:00 長次郎出合～Ｃフェース取りつき 

 前日の長次郎谷と劒沢の情報の通り、源次郎側からの雪ブロック崩落が見られた。また右岸からク

ラックが走っている箇所を慎重に巻きながら通過。長次郎上部の雪渓は足元の雪面が所々氷化いる

が、アイゼンはしっかり効いてくれていた。高度が上がるにつれて斜度がきつくはなるが、終始快適

に順調に高度を上げることができた。 

③ 行程・装備マネージメントをする。 

体力と装備のことを考えると、山小屋泊りが妥当であると判断した。テント・寝具が不要になる分

の軽量化による行程時間の時間短縮を図り、行程時間は参加者の体力を考慮して余裕をもった出発

時刻とした。 

写真 1 ルートマップ(野営管理署にて) 
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・・・・6:30Ｃフェース 剣稜会ルート 

1Ｐ目 

ザイルはダブル 8.5 ㎜ 50 メートルを 2 本使用。（3 名で釣瓶） 出だしの取りつき部分の雪解けが

進んでいた加減で、かなり下部になっていたため、リードの順番を急遽入れ替えた。ルートファイン

ディングは先行パーティのおかげで、だいたいの見当が付けられ大きな問題はなかった。 

また、ハーケンやガバが豊富で 2 級らしいルートであった。好天天候も手伝い快適であった。 

2Ｐ目 

ザイルの流れが悪くならないように心掛けたが、それでも重

くなる。ちょうどそんなときに、終了点があった。浮石が気

にはなったが、問題なく通過できた。セカンドとリードの声

も聞き取れるので、岩の状態も伝えることができた。 

3Ｐ目 

スラブ状のフェースが 2 本眼に入ったが、素直なフェースを

登っていく。快適に登って行けた。 

4Ｐ目 

名物リッジ。緊張したが完登。しかし、終了点を間違えた

ために、名物写真が撮れなかった。また、コースが曲がる

ためにザイルの流れをかなり気にしないといけなかった。 

5Ｐ目 

開放的なリッジを登るとあっという間に終了。 

10:20C フェースの頭〜   休憩       

10:59 下降開始〜  

3ピッチを懸垂下降。下降支点はすぐに見つけられた。 

3 ピッチ目は最後まで降りると、いやらしいトラバース

(上からは見えず)があったが懸垂ザイルを利用して岩を回

り込んだ。右下にへつってクライムダウンする方法もあっ

たが下りには使いたくないなと思った。 

きっと、ⅤⅥのコルに雪がない 8 月半ばだったら、下ま

で降りればよいのだと思う。状況を見て判断できるように

経験を積み重ねることが大切。 

13:00ⅤⅥのコル到着～  休憩 

 長く遠い雪渓をひたすら下った。 

14:46 長次郎谷出合〜    休憩 

 昨日情報を入手した野営管理署の 6 人にあっという間

に追い抜かれた。逞しい限りだ。 

17:30 剣山荘 

 充実した 1 日が終わった。それにしても長かった。 

3 日目・・・・剣山荘〜室堂経由で帰路 

【山行を終えて】 

 念願のＣフェースの完登。仲間に感謝。 

写真 4 1Ｐ目の懸垂下降 

写真 3 4Ｐ目の名物リッジの下 

写真２ 1Ｐ目の登り 

写真 5 八つ峰の勇壮 
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 瑞浪山の会 夏合宿 双六岳～鷲羽岳   2018年8月12～14日 

メンバー：梅村生、高木、長谷川、坂田、加藤幸                  

 ＜コースタイム＞－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

8/12  6:40 鏡平～ 8:35 ワサビ平～ 12:15 鏡平小屋～ （14:00～15:00）双六小屋 

8/13  5:45 テント出発～ 7:05双六岳～ 8:15 三俣蓮華岳～ 10:25 鷲羽岳～ 13:45 双六小屋 

8/14  4:20テント出発～ 4:50 樅沢岳～ 5:55 テント撤収7:20～ 8:55 鏡平小屋 

    11:50 ワサビ平小屋～ 12:50 新穂高ゲート 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

  

 今年の合宿は、双六岳ベースで中日に三俣

蓮華、鷲羽と越えて水晶までピストンすると

いう計画だ。6:30 頃に新穂高に到着したが、

当然のごとく下の駐車場は満車。鍋平からの

出発だ。何度背負っても、テント泊装備はずっ

しりと重い。小池新道に入るまではなだらか

で、舗装されている所も多いので、歩きやすい

道が続くが、なかなか足に堪える。ワサビ平小

屋でキュウリを食べてリフレッシュし、歩き

続けた。今日もなかなかの長丁場だ。 

 小池新道に入ると、やっと登山道らしい雰

囲気となる。石畳のようになっている所が多

く、歩きやすい。ただ、背中から日差しをあび

て歩き続ける形になるので、結構暑かった。幸

い（？）ガスが多い日だったので、まだマシだ

ったとは思うが、汗があふれ出てくる。途中、

秩父沢の涼しい風にも励まされながら登って

いったが、だいぶ疲れがたまってきた。 休み

休み登っていくが、予報では徐々に天気が崩

れていく方向だ。雨が降り始める前に幕営し

ておきたいという事で、テントを持ったメン

バーが少し先行した。 

 鏡平小屋では名物のかき氷を注文。気温が

下がってきていたので、ちょっと寒かったが、

ふわふわのかき氷はとても美味しかった。小

屋を過ぎてもしばらく登りが続くが、弓折乗

越を越えると稜線歩きとなり、長い登りも終

わる。このあたりは高山植物のお花畑が続き、

天気が良ければ槍穂高の迫力のある稜線も眺

めることが出来るとてもいい場所だ。 

 

この日は残念ながらガスガスで槍穂高は見え

なかったが、ミヤマリンドウ、チングルマ、ウ

メバチソウなどの花々は十分に堪能すること

ができた。 

 

 遠い道のりを歩いて双六小屋に到着。メン

バーによって14時から15時と差がついたが、

何とか本格的に雨が降る前に、皆テントに辿

り着くことができた。夜中は風雨が強かった

が、テントの中は快適で、楽しく宴会ができ

た。 

  

翌朝、目が覚めるとまだ雨が断続的に続いて

いる。しばらく様子を見ていたが、水晶岳まで

行くのは厳しそうだ。双六の小屋あたりは携

帯の電波が通じないため、雨雲レーダーなど

を参考にできないのが厳しい。それでも 6 時

前ころには小康状態となったため、テントに 1

名を残して、様子を見ながら双六岳から三俣

蓮華、鷲羽と歩いてみることにした。双六へ向

かって登っていると、前方からゼッケ 
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ンをつけたトレラン風の人が走ってくる。

なんとTrans Japan Alp’s Race (TJAR)の選手

だ。ちょうど暫定トップの人という事で、カメ

ラマンも一緒にいる。この後も数人の人とす

れ違ったが、皆まだ余裕そうだ。数日間で日本

アルプスを縦断してしまうレース。。。人間業

じゃない。 

 双六岳の山頂に辿り着く頃にはまた天気が

悪くなり、周りはガスに包まれてきた。雨風が

強くなってきたので、急いでカッパを着る。悪

天候のおかげかライチョウ親子に遭遇できた

のは幸いだったが、歩いていると体が冷えて

くる。他の皆は三俣蓮華、鷲羽まで行くという

事だったが、先に進めば進むほど帰りも長く

なるので、僕はここで撤退して巻き道からテ

ン場に戻ることにした。テントに戻って待っ

ていると、結構風雨が強い時もあったので心

配していたが、みな 14時前には戻り、無事に

2日目の宴会を始めることができた。 

 

 最終日、朝起きると天気は良さそうだ。この

日は下山だけの予定だったが、隣の樅沢岳ま

で行って、朝日に照らされる槍ヶ岳を見に行

くことになった。ヘッドランプをつけて朝日

と競争するように登っていき、なんとか日の

出前に樅沢岳に到着。しばらくすると燕岳の

方から太陽が顔をだした。何度も見ている日

の出だが、やはり徐々に山々が日に照らされ

ていく姿は素晴らしい。槍穂のゴツゴツした

稜線、大きな笠ヶ岳、そして昨日は全く見えな

かった三俣蓮華や鷲羽岳をはじめ、北アルプ

スの山々が視界に広がっている。 

 

2 日間お預けを食らっていただけに感動はひ

としおだった。 

 素晴らしい景色に後ろ髪を引かれながら

も、テントを撤収して下山開始。重いザックに

よって、肩の痛みが呼び起こされる。帰りは基

本下りだが、とにかく長い。折角の景色も、途

中から槍穂にガスがかかってしまい微妙なま

ま。。淡々と歩いて下山した。基本的には天気

は良好だったが、最後の林道を歩いていると、

突然の雨。雨脚は一気に強くなり、新穂高到着

の直前にゲリラ豪雨。。。一人が先に下りて、

鍋平から車で迎えに来てくれたので濡れ被害

はまだマシだったが、ずぶ濡れになってしま

った。 

 雨に悩まされた 3 日間だったが、合間合間

で楽しむ事が出来た。やはり日本アルプスの

山々は懐が深い。 （文：加藤幸） 

最終日の朝の笠ヶ岳 

 鷲羽岳と双六小屋 
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岐阜県勤労者山岳連盟
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2018年9月30日発行  県連機関誌部

滑川前岳沢（沢登り） 

 

日程 ２０１８年９月２日 

山域 中央アルプス 

メンバー 会員３名 

グレード ３級上 

 

タイムコース 

０４：１５ 上松Ａコース登山口 

０４：３０ 敬神ノ滝小屋 

０８：１５ 奥三ノ沢出合 

０８：３０ 四ノ沢出合 

０８：４５ 前岳沢出合 

０９：００ Ｆ１ 

１２：００ Ｆ５ 

１２：１５ パノラマ滝 

１４：３０ ２５ｍナメ滝 

１５：１５ 木曽前岳付近登山道 

１８：００ 上松Ａコース登山口 

 

感想等 

前岳沢出合までは滝等もなく、だらだらと長いゴーロ歩き。 

前岳沢へ入れば一転、気の抜けない滝が連続する。癒し系の雰囲気は一切なく、完全に登攀

系の沢だ。 

岩は花崗岩主体である。ラバーソールがよく効くが、大変脆く、肝を冷やすことも多かった。 

前岳沢自体の距離は短いが、非常に内容の濃い沢登りが出来た。 

 

前岳沢へのアプローチ 
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前岳沢Ｆ１を登るＭさん 

 

 

Ｆ２全景 

 

 

Ｆ２をフォローするＨさん 

 

Ｆ３左壁を偵察中の筆者 

 

 

Ｆ４を右岸リッジで越える 

 

 

パノラマ滝の全景 

 



・葉が赤くなる理由

    秋になり、葉に送っていた栄養や水分をストップすると、

　葉の中のクロロフィルという緑色の色素が分解されてなくなってしまいます。

　この壊れたクロロフィルと、光合成によって葉の中に作られた糖分が合わさると

　アントシアニンという赤い色素がつくられます。

　これが葉が赤く染まる理由だと言われているんですよ！

　　紅葉は、秋になって朝の気温が、6～7度くらいになると紅葉が始まるんだ。

　さらに、この寒い朝の日が、20～25日間つづくと　紅葉は　いちばんきれいになるんだ。

　　つまり朝よく冷えて晴れないと紅葉は赤くならないのです。

　今年の夏も雨ふりが多かったのですが、秋は晴れてほしいものですね。

3

パノラマ滝上部から 

 

 

最後の難所ナメ滝２５ｍ 

 

上部数ｍが気持ち悪い 

 



大垣労山

岐阜ケルン山岳会

多治見ろうざん

みのハイキングクラブ

あるぱいんKANI

瑞浪山の会　Facebook （Facebookの登録が必要）

中津川労山

イオンシネマ各務原にて10/4（木）まで上映中

4

各会のホームページ

ピース・ニッポン（映画）

http://oogakirouzan.main.jp/
http://www.gifucairn.jp/
http://tajimirouzan.main.jp/tr/
https://blog.goo.ne.jp/minohaikurabu
http://alpinekani.blog9.fc2.com/
https://www.facebook.com/mizunamiwac/
http://nwac.blog69.fc2.com/
http://peacenippon.jp/
http://peacenippon.jp/
http://peacenippon.jp/
http://peacenippon.jp/
http://peacenippon.jp/
http://peacenippon.jp/


報告者 棚橋久明

●山行目的

●山行期間 天　候 晴れ時々雨（スコール）

ＣＬ 棚橋久明 ＳＬ 川島耕司 大井

●事故の有無（有の場合その詳しい状況と原因、対策）

無し

●準備段階での問題点とその対策

無し

●コースタイム

8/1：巴郎山（4,481m パーロンシャン）峠付近で高所順応。9:20～11:00　午後、日隆（リロン）の裏山のお花畑
でハイキング。12:15～15:00
8/2：日隆（リロン）から大姑娘山ベースキャンプ（3,700m）へ。8:00～14:55
8/3：高度順応のため海子溝（ハイツーゴウ）をつめ、山上湖・大海子（ターハイツ）など約4,000m 付近まで往
復。9:15～15:00
8/4：ベースキャンプ（3,700m）から第1 キャンプ（約4,485m）へ。8:40～12:45
8/5：大姑娘山登頂。第1キャンプ（約4,485m）から大姑娘山。ベースキャンプ（3,700m）に下山。4:00～13:10
8/6：ベースキャンプ（3,700m）から日隆（リロン）へ。7:00～11:30

●現地の状況など

赤、青、黄色、白のポピーを始め、日本では見られない高山植物が多種多様。4,500m付近までヤクや
牛、馬などが放牧されていて、糞を踏まないで歩くのが難しかった。天気はめまぐるしく変わり、また亜熱
帯に位置しており、ときおり激しいスコールにあったが、行動中は概ね晴れていた。マーモットやイノシシ
位の中型の動物が見られた。

●感想、その他の情報

タークーニャー山登頂成功のカギは、高所順応にある。参加メンバーの大半が、頭痛や食欲不振を訴え
た。登山道自体は特段急な所もなく、誰でも歩けると思う。私は高所に強いという、何の根拠もない自信が
あったので、高山病の症状はほとんど現れなかった。（２５歳まで喘息持ちで、気管が縮まり呼吸をするの
に大変だった。それが薄い空気でも行動できると、勝手に思っていた。）以下、参加メンバーの感想を掲
載します。
①お疲れ様でした。見たこともない景観や花畑に感動した。ありがとう。
②ありがとうございました。体調崩し、皆さんに心配おかけしましたが、お陰様で楽しい11日間を過ごす事
が、できました。残念なのは、もう少し近い所でスークナャンの山肌を見たかった事です。でも、皆さんの
たくましいエネルギーを頂いた気がします。これからも自分の知らない世界を旅したいと思います。暑い
日が続きますが、皆さんお元気にお過ごし下さい。ありがとうございました。
③昨夜は、慌ただしい中お別れしてしまいましたが、共に10日間を過ごした皆様には名残惜しい気持ち
がありました。与えられた条件の中で、いつも夢をもち、生活をやりくりして、多くの体験をされている皆様
からは、多くの刺激と勇気をもらいました。これからも挑戦という気持ちを失わず生活していきたいです。
皆様、有り難うございました❗皆様のご活躍をお祈りいたしております。

8/1～8/6

●メンバー

棚橋園子

小倉 高藤 渡邊夫妻（旧TOKIアルパイン）

異国の山に登る

山行報告

●山  名 大姑娘山（5,025m) 山
域

中国四川省 四姑娘山鎮
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　 　県連ニュース　№5-5

岐阜県勤労者山岳連盟

機関誌「ろうさん」（第122号）

2018年9月30日発行  県連機関誌部

2018 年夏 乗鞍岳沢登り 岩井谷から千町尾根      2018.8.14～8.15 

あるぱいん KANI 

本会はバリエーションルートを主体として日頃活動をおこなっています。しかしそれはあくまで

挑戦的ではなく、親しめるルート専門としています。 

今年の夏は 2日間で 3000ｍ峰の沢登りを企画し、実施しました。過去の岩井谷から薬師岳、赤木

沢から北ノ又岳、細尾沢から木曽駒ヶ岳、これらとはまた違った女性的優し

さがある沢登りルートとして岩井谷から乗鞍岳を目指しました。沢を遡行し

て 3000ｍ級の本峰を目指す山行はとても魅力にあふれています。 

 1日目・・・・  二股分岐 2400ｍ地点まで 

2 日間の日程にしたのは林道歩きが長いからと言ってもいいぐらいで、車

止めから 7.5ｋｍを歩きます。当初は 3.5ｋｍ地点で入渓を考えたが、そこは

まだ沢とは呼べず、時間もかかると判断し、計画通り次の３ｋｍ先の林道と

の交差点まで歩きました。1850ｍ付近で入渓。苔むして倒木も多いが、なか

なか素敵な沢です。現れる滝も難しくはなく、巻くほどのこともない。どん

どん遡行していく。途中片側が断崖となった地形を通り、その迫力を楽しんだけれど、中アの様な険

しさはみられない。2250ｍくらいから見事で素晴らしいナメが現れ、このこ

ろになると結構雨にたたかれていたのだけれど、歓声（叫び？奇声？）を上

げながら越えていく。 

 2350ｍくらいで湿地帯に出る。池塘と、もう少し早ければお花畑だったの

だろうけれど今はブヨの舞いあがる草原と、そこを流れる小川のようになっ

た沢を進む。いつしか降雨は雷雨に変ってきており、落雷は見えないが、ピ

カドンの時間差からして 300ｍ先の上空が着雷点か。ちょうど 2400ｍ程度

でビバークの予定にしていたこともあり、リーダーの一声で早々にビバーク

することとした。そこは岩石帯に入りかけており、多少傾斜地ではあったが、

二股分岐地点でわかり易い。気づけば涸沢が激流に変っていた。明日はここを行くのだけれど…。 

2日目・・・・本峰から千町尾根登山道を経て下山 

 昨日の激流がなにごともなかったように涸沢に戻り、水を得る

のにひと移動必要な状況になっていたのにはびっくり。本日は登

山日和との天気予報で、意気揚々と出発。せり出した溶岩と、台

地に堆積した土壌に育った草木で、厳しさと美しさが相合わさっ

た極楽浄土を進んでいく。でもガスが多く眺望があまりないのは

残念。 

 正面にコルが見えてきて、そこが千町尾根登山道との合流点。

千町尾根登山道は破線路になっているとも聞いていたが、このあ

たりの環境庁の道標はまだしっかりしている。溶岩台地としての優

しさを持った一帯を巡っていく。唐突に、進行方向のガスの中から

乗鞍らしくないピラミダルな山影がかすんで浮かび上がった。行く

しかない！ 

 ガスが無ければ頂上直下の権現池が眼前に迫るはずの尾根から

本峰へ登り上がる。本宮にポンと出るのだけれど、そこには登山者 
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があふれ、往路と復路の一方通行の流れになっている。これって槍と同じ！？ 

 人ごみから逃げるようにして早々に下山開始。荷物をデポした合流点まで下ると、内心不穏に感じ

ながらも否定していた雨が降り出した。そしてこの後、ずっと雨でした。 

 千町尾根の上部は溶岩のオブジェが多数点在し、アップダウンの比較的緩いハイマツの台地を通

るため、飽きさせません。しかしそのうちに、多少切り開いてはあるが腰丈以上あるハイマツの藪と

足元を覆う笹藪、その笹に隠れた泥流の登山道に変り、上から横から下からの水滴でびしょびしょ。

また歩きづらいことこの上なく、早々に沢装束に変更して、少しはましに。 

 2400ｍ~2300ｍは池塘の続く千町ヶ原、高層湿原地帯です。濡

れて滑りまくりの木道が続くが、沢靴なので滑らない。その意味

で多少の余裕をもって周りを楽しみながら、晴れていれば桃源郷

だっただろうと、その光景に思いをはせながら足を進める。この

湿地帯の中頃にある避難小屋が目に入った途端、たちまち現実に

帰り、一目散に中へ飛び込んでやっと一息つきました。 

ここからはブヨが襲来する笹藪の急な道が続きます。背丈ほど

もある笹に覆われた道は、時々進路を失うことも。お金をかけて、

湿原を保護し、またそれだけ美しい湿原だけれど、でもそこへは容易に訪れることのできない破線道

です。ねっ、環境庁様。 

さて我々が車のところに戻るには千町尾根登山道から岩井谷の林道に乗り換えなければなりませ

ん。もちろんつなぐ道はない。１９３０ｍ地点のポコ手前で、２５０ｍ程下を通っているはずの林道

めがけ、激藪下降に突入、進め！ぶら下がるようにして下りながら、一歩足を踏み込むごとに、ブヨ

の暗雲がわっと湧き上がる。防虫スプレイが取出せない。ザックの底にネットは入り込んでいる。こ

れでは進路を考えるために止まる余裕はない。 

林道に降り立って、４.5ｋｍをひたすら歩き、やっと車止めまで。闇は迫っていたが、なんとか光

りあるうちに到着しました。不思議とこのときだけ雨がおさまって、着替えができました。ただブヨ

に代ってやぶ蚊が逃げ場のない我々に襲来し、惨劇に！合わせて数日間、顔は四谷怪談のお岩さんの

怨念顔ならぬブヨ顔になり果てていました。 

 総括 

岩井谷は急峻さが無く、３０００ｍの沢登りとは思えない遡行しやすい沢であった。上部は溶岩台

地が続くため、登ることに加え、取り巻くシチュエイションも最高のものを楽しむことができ、眺望

も秀逸（のはず）。ただ整備されているがそれなりの林道歩きの覚悟は必要。 

千町尾根登山道は畳平からの登山道とは反対方向のルートで、本来なら、長大ではあるが優しさに

あふれたルートである。そしてフィナーレの乗鞍本峰は、普段の乗鞍とは違う、槍ヶ岳のような姿と

登りを味わうことができます。しかしここは人が通らないことから荒廃も進んでおり、藪漕ぎなどの

覚悟が必要。今回のように天候が荒れると、ある程度山慣れしていないとリスクも大きい。 

今回の山行で、高峰を目指した沢登りが、年甲斐もなく情熱を湧かせ、目的意識を高め、達成感を

さらにひとしおとさせることを再認識しました。また侵食があまり進んでいない高山の谷を登り、

久々にカールではなく溶岩台地の極楽浄土を巡る楽しみを得、あとから気づけば、次々と移り変わる

この世と隔絶した情景で、我々の五感は刺激で満たされ、精神は高揚し、心はすっかり癒されていま

した。まあこれを書いている時点では、雨中行軍やブヨ襲来の苦闘の記憶はすっかり消え去っていま

すから。 


