2020 年 3 月 31 日

No.168

新日本スポーツ連盟愛知スキー協

ぶなの木スキークラブ
発行責任者：浅井
編集担当者：堀木

ＧＷは立山で滑ろう！積雪は例年並
Ａコース 5/2（土）～6（水）雷鳥荘に4泊
担当：未定
出発は5/1（金）夜 又は5/2（土）朝。 参加者で調整
Ｂコース 5/2（土）夜発～6（水）雷鳥荘に3泊
担当：浅井
出発は5/2（土）夜、立山で車中泊又はテント泊。
5/3（日）～5（火）山スキー。 5/6（水）下山
Ｃコース 5/2（土）～５（火）雷鳥荘に3泊、扇沢から入山
5/5（火）扇沢で車中泊 5/6（水）針ノ木雪渓下見
針ノ木へ下見に行かない方は雷鳥荘に4泊できます。担当：経塚？
※申し込みは4/9（木）までに浅井へ

今シーズン最終の締めは

090-5108-3402

針ノ木大雪渓で

（全国山スキー針の木岳大滑降交流会）

5月16日（土）～17日（日）
宿：ゲストハウス浮世絵 〒398-0001 長野県大町市平2860-12 ℡0261-85-2155

スケジュール

5/16（土）am7:00 宿舎
am7:15 移動、針の木岳登高と滑降
pm5:00 宿舎へ
pm6:00～9:00 夕食・交流会
5/17（日）予備日（前日が悪天の場合、17日に滑降）

参加費：13,000円（1泊2食・救出基金・事務所経費等）
申込：4/24までに経塚さんへ

090-2268-4682

※上記の行事はコロナウイルス感染症の影響で中止する場合があります。

クラブ総会 日時：6月28日（日）10時～16時半
会場：愛知県東海市しあわせ村
愛知県東海市荒尾町西廻間2-1 052-689-1600

例会 4/9（木）

5/14（木）

佐藤玲奈ガイドと滑る白馬周辺
竹内 宣友
2 月 1 日(土)～2 日(日) 佐藤玲奈さんにガイドをお願いし、男女総勢 7 名で栂池と八方尾根で新雪（雪
不足でまあまあの！）滑降を楽しみました。
1 日は朝８時半に栂池ゴンドラ乗り場
前に集合。周辺で全面滑走可能はここの
みということらしくてすでに５０ｍほど
の行列ができていました。前日からの降
雪で１０ｃｍ程の新雪！しかし、この日
の天気は曇りで白馬乗鞍は雲の中でし
た。栂池ロープウエイはまだ稼働してい
ないので栂の森ゲレンデリフトに乗り継
ぎ、そこからは林道をシール登行。途中、
休憩を何度かとりながら午後１時ころに
天狗原北東部脇に到着。 キックターンの
失敗やら転倒やらで佐藤ガイドや仲間に
迷惑をおかけしました。シール歩行技術
の未熟さも痛感しました。天狗原からの
滑降は、佐藤ガイドの言葉では今シーズ
ン最高のパフパフ雪とのことで気持ち
の良い深雪を楽しみました。
2 日は八方尾根の滑走。朝８時半に八
方ゴンドラ乗り場で集合。乗り場では並
ぶことなくスキー場終点まで！ 八方池
を右下に見る尾根までシール登行。ここ
まではかなりの賑わいでした。
八方池から南東へ傾斜が落ちる１８０
０ｍ付近まで滑りましたが、この時点で
は天候が回復していて谷底までよく見えました。尾根からのスタートは、多少のギャラリーや雪面の不安
定さにビビッて思い切りの悪い滑走！爽快ではあったものの、勇気の無い自分が悲しい！！
休憩の後、八方山付近へ登り返しました。天気は晴れでしたが、稜線は雲がかかり雪煙が舞ってきまし
た。尾根の北側（がらがら沢側）はクラスト雪でした。南面を気持ちよく滑りましたが、硬い、柔らかい、
深い、ごろごろ雪、少しクラストと微妙に変化する雪質でした。最後の斜面では、谷の下部まで滑って行
ってしまうと過酷な登りをしなくてはいけないと聞き、ここでもビビった自分に反省。休憩後は兎平のコ
ブを少し楽しみ、２日間を終わりました。
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十勝岳 BC スキー合宿

レポート
長谷川 裕彦

2020 年 2 月 18 日から 25 日にかけて 十
勝岳の麓にある白銀荘をベースに 三段
山・前十勝・富良野岳周辺で BC スキー合
宿が行われ、ぶなの木スキークラブ入会
後の初イベントとして参加してきまし
た。
記録的な雪不足のシーズンではありまし
たが 山行直前にかなりの降雪があり、良
いコンディションであった事と 運良く
毎日の降雪にも恵まれ、パウダー三昧の
日々を過ごせました。
どの山も樹林帯を越えて尾根に出ると 風の影響で雪が飛ばされ、ハイマツや岩が露出した場所があっ
たりと なかなか手強い斜面もありましたが 樹林帯に入るとフカフカのパウダーが待っていました！ や
はり北海道の雪は軽くていいですね！！
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ここ十勝でのスキースタイルは 朝 支度を整え宿舎の前からハイクアップをスタートし 1～2 時間登っ
て気持ちのいい斜面を選んでまず 1 本！ そしてもう一杯おかわりしての 2 本目を滑り、お昼には宿舎へ
帰り のんびり昼食を取った後、元気のある人は午後からまた ひと滑り！
こんな感じで たっぷり楽しんだ後は 宿舎の温泉に入って 滑り疲れた体を癒したり、昼寝をしたりと
まったりとした時間を過ごします。
ちなみに 白銀荘の温泉は とても広くて露天風呂も風情があって 素晴らしいですよ！
私は 朝昼夜と暇があれば入っていました。
また 宿舎から歩いて 5 分くらいのところに「吹上温泉」という露天風呂があり、ドラマ「北の国から」
で放映されたことで有名な温泉です。「北の国から」の大ファンである私はここの湯に入るのを楽しみに
していたので大満足なのでした！

そしてお楽しみの夕食は 宿舎の自炊設備を使って当番制で作ります。
たっぷりと買い込んだ食材を使って 出来上がった料理を囲んで わいわいスキー談義しながらの食事は
楽しいですね～ ついお酒も進んでしまいます…

楽しい時間というのは 本当にあっという間に過ぎていくものですね…
気が付けばもう帰る日になっていました！

毎日 山に登り 登った分だけ滑る… シンプルだけど本当に楽しいスキーだなと心から思えた山行にな
りました。ご一緒していただいたメンバーの皆さまに感謝いたします。
来年もまた 訪れてみたい十勝岳 BC スキーでした！
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飯綱高原スキー場で山スキーのトレーニング

安藤 眞介

2020/3/13

前日までの戸隠でのゲレンデスキーのあと、山スキーのトレーニングを兼ねて近くの飯綱高原スキー場
に出かけました。このスキー場は経営が難しいことから、最近閉鎖になったということです。しかし、長
野オリンピックで活躍した里谷多英の名前をつけたコースもあったり、近くにはまだ新しいロッジや多く
の設備が残されているのが、なにか寂しく少し感傷的な気分になりました。

私は、山スキー3 回目それも 2 年ぶり
というほとんど初心者で、ストックと
シール以外は払い下げていただいたば

安藤さんの滑降

かりの板と靴での参加だったのです。
ビンディングの操作方法やシールの装
着方法もおぼつかない状況で、シール
の方向を逆につけようとして木村さん
に指摘されたり、浅井さんや佐藤さん
に随分ご迷惑をおかけしながら、色々
と教えていただいてスタート。駐車場
からリフト一本プラスアルファをシー

安藤さんの華麗な滑降

ルをつけて登り、ほとんどまっさらな
ゲレンデを少しコースを変え、2 度滑りました。上部の方は気持ちよく降りられましたが、下部の方は雪
が少なくゲレンデのブッシュが出てきていて、ちょっと苦労しました。

帰路では、ちょっと遅い昼食でしたが、スキー場入り口にある蕎麦屋さんで美味しい蕎麦をいただきま
した。おかげで無事に楽しい一日を終えることができました。ありがとうございました。これをまた次の
ステップにつなげて行きたいと思います。

長田尚彦さんの思い出
「ぶなの木」の創立時からのメンバーの長田尚彦さん
が、昨年 5 月に急逝されました。
本年の戸隠スキーは長田さんを追悼する企画で開催
され、2 月 22 日の夕には在りし日の長田さんをしのん
で、各人が長田さんの思い出を語りました。一部スキー
不参加の方のメッセージもあります。
アコールデの前庭にて
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右側が長田さん

浅井千恵
長田さんは職場で経塚さんと一緒に「稲妻」というスキークラブを立ち上げ、愛知スキー協の理事
になり、私はその理事会で初めて会ったのが長田さんとの出会いです。長田さんのスキー歴・山登り
歴を聞いてびっくり。50 才代から山とスキーを始め熱心にスキー場に通いＳＡＪ１級取得。スキー
協でも中級指導員合格。何でもとことんやる人なんだなと感心しました。山スキーでも、1993 年に
御岳に一緒に行って以来、全国山スキー部会にも参加してもらい、ぶなの木スキークラブの立ち上げ
も一緒でした。ぶなの木の総会を治部坂の長田別荘で開かせて貰ったこともあります。
60 才過ぎてから車の運転免許をとり、車が縁石にぶつかり横転したのに本人は無事とか、東北の
沢で流され、荷物は全部なくしたが本人は無事とか、いろん
な武勇伝が一杯。
最近は合唱に熱心で、いつもコンサートのチラシとチケッ
トを持ち、クラブの例会やスキー行事でみんなに勧めていま
した。スキーはゲレンデだけになりましたが、いつも熱心に
スキー教室をして、参加者からスキーの基本を教えて貰った
と好評でした。
ぶなの木ではこれからゲレンデの人も増えていくので長田
2014/3/2 戸隠

教室がないのは本当に残念です。

大沼淳一
名古屋市の計画局で土木官僚として頑張っていたある日（50 歳代の中盤だった？）、自分がいなくとも
この職場は回っていくのだと気が付いた時が、山やスキーにのめりこむ転換点だったのだとご本人から聞
いたことがあります。どのような事件がそのきっかけになったのかは聞き洩らしましたが、その後の華麗
な（？）転身ぶりは誰にでも真似が出来るものではないでしょう。山やスキー以外にもパラグライダーや
スノーボード、自動車の運転など様々なことに挑戦し、全てにおいてそこそこのレベルに達したのは天性
の運動神経と集中力、そして思い切りの良さに恵まれていたからかもしれません。まことにうらやましい
限りです。
その長田さんと一緒だった山スキープログラムの中で最も思い出深いのは 2000 年 5 月のオートルート
です。モンブラン山塊に属するグランモンテからスタートして、富士山より高いピンダローラ峰を経てツ
ェルマットまで 5 泊 6 日の大縦走です。最高齢が長田さんの 65 才で、平均が 55 才というロートル 7 人
組が無事に完走できたのは好天と良きガイドに恵まれたことが大きかったと思います。そのうちにヴァリ
エーションルートでもう一度オートルートを歩いて見たいと思いつつ果たせないままに 20 年が過ぎてし
まいました。すでに上野さん、山口さん、そして長田さんが鬼籍に入られています。ボクも当時の長田さ
んより 10 歳も年上になってしまいました。あの時の長田さんにして体力的には目いっぱいで、ガイドが
何度か荷物を担いでくれたことからすると、現在のボクでは同じルートの踏破は難しいのかもしれません。
長田さんのようになんにでも挑戦とはいきませんが、ライフワークである化学物質や放射能による環境
汚染を測って被害住民をサポートする活動はもちろんのこと、精いっぱい山登りとスキーを続けるつもり
です。出来れば長田さんが滑りをやめた年を超えていきたいものです。

北島哲子
長田さんのスキー教室は戸隠では恒例になっていましたが、昨年の戸隠では私も入れていただいて
楽しく長田スキーを拝見しました。教室の指導は、一人一人に必ず毎回アドバイスをして、その人の
スキー向上に真摯に取り組んでいるのを見ました。大きな声ではっきりと良くわかる発声は、合唱ク
ラブで培われたのでしょうか。最初の頃から良く通る声でした。
月山スキーで、夏にこの山頂を夜霧の中、ライトをつけて縦走したと聞いたときは、なんと無鉄砲
な人だとあきれましたが、５０代から趣味にのめり込み、毎年雫石スキー場へ通ってスキーの腕をみ
がいているのを知り、自分で信念をもって行動する人なのだと納得しました。お酒が大好きで、時々
千種駅の近くの飲み屋まで送ったことや、夏に栂海新道を北上した時、避難小屋で彼のイビキでほと
んどの人が目を覚ましてしまったり、避難小屋から夜明け前にライトをつけてハシゴを下りている時
に「見えない見えない」と繰り返すから見上げたらサングラスをしていたこともありました。治部坂
の別荘（自画像の油絵が飾ってあった）へ皆で泊まり込んで楽しんだことが何度もありました。
たくさんの楽しい思い出をいただきました。

経塚茂
長田さんにスキーの素晴らしさを教えたのは私で
す。忘年会でスキーが話題になり、飲んだ勢いで長田さ
んがスキーに行くと言い出したのです。長田さんが 55
歳の時でした。一緒に赤倉に行ったのですが、長田さん
は初心者コースを一人で練習していました。私たちが
リフトに乗り上級者コースに滑りに行くのをとても羨
ましく見ていたそうです。それがきっかけで、スキーに

アコールデ恒例の歌う会

手前後ろ姿が長田さん

夢中になり、冬は、毎週、中央線で日帰りスキーに出か
け、冬休みは、雫石スキー場でスキー教室に入校していました。
長田さんは、酒が原因でいばらの人生を歩き始めましたが、スキーに出会ってから、生き方が変わりま
した。若いころからスキーに出会っていれば、酒に飲まれるようなことはなかったと思います。
でも、やりたいことを精一杯やり切った幸せな人生だったと思います。

藤田信
長田さんとの出会いは 1999 年 5 月にまで遡ります。ぶなの木に入会して初めての山スキーが乗鞍
でした。現地まで行きましたがあいにく天候不良で山行きは中止。長田さんの提案で治部坂の長田さ
んの山小屋に行き、ぶなの人と一緒に長田さんの数々の武勇伝を聞いて以来のお付合いでした。これ
までの間、「山」に「スキー」に「酒」に数あまたご一緒させていただきました。宿では必ず地元の
地酒一升をふるまわれ(大吟醸長田)、共に語り合うのが楽しみで野沢・戸隠・妙高等に毎年出掛けま
した。中でも 2000 年春に行ったシャモニーからツェルマットまでのオートルートでは７人のメンバ
ーで２週間、苦楽を共にした事が一番の思い出となっています。
パワフルな長田さんを見習って 80 歳を超えても現役スキーヤーである事が目標です。
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大沼章子
長田さんは、何と言ってもあの笑顔が印象的です。名古屋市でまだ都市計画の仕事をしていた頃、
虫歯に苦しめられたけれど、入れ歯にしたら歯のトラブルが嘘のようになって調子がよいと、白い人
工歯を見せながら笑った、あの笑顔が忘れられません。私のビデオカメラにも、アップに耐える笑顔
で応じて下さいました。
数々のスキー山行がありますが、思い出深いのは、2000 年のスイス・オートルート 5 泊 6 日の山
スキーでしょうか。初日、グラン・モンテのロープウエイ中間駅からアルジェンテイエール氷河へ滑
り降りて、いざ、シールを貼るというときに、長田さんはシールがないという。シャモニーのホテル
に忘れたのです。ガイドは 1 本ずつ予備のシールを持っているということで、その場はぶなのガイド
と別なグループのガイドから借りて凌いだのですが、さすがに、神妙な照れ笑い。でも、罰としての
夕食時のワイン負担は苦にならず、満面の笑顔。そのはず、初日は、その後、あえぎながらもシャル
ドネのコルへの登りやサレイナの窓への登りをこなし、トリエン小屋に向かう気持ちのよい氷河の滑
りなど、バラエテイに富むスキー山行で、シールを忘れるという許されない失態も帳消しになるくら
い楽しめたのだから、やはり笑顔でした。
そして、長田式疲れないスキー。疲れないスキーの最高のお弟子さんは、やはり、増原さんでしょ
うか。素直に、股関節に上体をのせ、肩幅ほどにスキーを揃え、後は、左右の板への靴底での加重で
滑る。何度か、長田さんの後について滑りましたが、私は、すぐに脱落。加齢とともに求められる疲
れないスキー滑降、これはぶなの中でも受け継がれるべき滑降法でしょう。
最後に、歌声。毎年のように、戸隠の民宿アコールデでの夕食後、ご主人の糸賀さんが弾くアコー
デオンに合わせて「うたごえ」が開かれた。長田さんの歌声は、いつもよく響き伸びやかな力に満ち
たものでした。歌声といえば、ご家族の信仰に合せたプロテスタント教会での前夜式には、複数の合
唱団に所属した長田さんの行動範囲の広さ、破天荒・天邪鬼ながらどこか憎めない人柄だからでしょ
うか、はたまた、本筋の人徳でしょうか、多くの仲間が集まり、大合唱で送られました。きっと、長
田さんも仲間と一緒に歌っていたでしょう。もちろん、私も一緒に歌って、お別れしました。

「花をおくろう」 森田ヤエ子作詞
荒木 栄 作曲
吹雪の夜を歩いてきた ぬかるみを飛び越えてきた
日照りにたたかれて来た 嵐の夜を走ってきた
手を取り合って歩いてきた
故郷を創る仲間の手から
2012/3/18

節くれ立った荒れた手に
花を送ろう オレンジの

八幡平の山スキー

木村百合子
５～６年前、初めてクラブに入った時に行った平湯で長田さんと一緒でした。教えてもらったのは
戸隠。昨年ぶなフェスティバル１日目のゲレンデで一緒でしたが、その時お元気だったのでショック
でした。
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堀木幹夫
私が長田さんに初めてお会いしたのは、2014 年の愛知スキー協のスノーフェスタだったと思いま
す。その当時から大変、お酒がお好きで一度、無謀にもお酒の飲み比べを意識したことがありました。
結果は散々ではるかに私が先に飲みつぶれてしまいました。その後もスノーフェスタや野沢、戸隠で
何度もご一緒し、大変よくして頂きました。80 歳を過ぎてもゲレンデではつらつとした姿で滑って
おられたのを見て、私もかくありたいと思っておりましたが、急にお亡くなりになって、大変残念で
す。長田さんのように山スキーに立ち向かい、そして 80 歳を過ぎてもゲレンデに立ち続けられるよ
う、頑張りたいと思います。
増原みどり
長田さんは私の少し後で名青合唱団昼のコース、アガトスに入られ、すぐ平湯スノーフェスタをＩ
さんに勧めていました。（Ｉさんはスキー初めてで７０歳位だったの
ですが行くことになり）私も誘われ参加。それがクラブとの初めての
出会いでした。Ｉさんは骨折しスキーを止めてしまい残念です。
彼はそろそろスキーも少な目にし次は合唱をと思って名青、アガト
ス、夜の学校、にんじん、４団体に入り更に第９に挑戦、オカリナも
やって少し若い私もとても真似できません。スキーは随分つきっきり
で教えてもらいました。大きな声で親切に教えるのでスキーの後の合
唱は声がつぶれて歌えません。夜はお酒が大好きで宴会を盛り上げて
いました。
５月の名青の公演に沢山の人をお誘いしたのに本人は胸と背中が
2015/1/25

ス ノ ー フ ェ ス タの

競技会で年代別男子の部で優勝
し、満面の笑みの長田さん

痛くて「金曜日ペインクリニックへ行って少し和らいだけど出演は無
理。
」と土、日の公演出演は断念。結局土曜日に亡くなられました。
４,５日前までお元気で今迄パラグライダー、オカリナ、ボード、

スキー、合唱、やりたいことをとことんやって寝付くこともなく人生悔いなしだったと思います。
皆さん、長田さんを見習って８０過ぎ迄元気に滑りましょう！

松葉知惠子
長田さんとは職場で一緒になり「稲妻スキークラブ」に誘われて入会し、クラブのゲレンデスキー
でスキーの指導を沢山していただきました。特に印象に残っているのは滑っていると突然「ストップ、
そこで止まって」と声がかかり技術指導が始まるのです。
50 歳過ぎからスキーを始めて指導員の資格を取るほど集中して頑張るし、何でもとことん物事を
突き詰める姿勢には感心させられました。面白いエピソードとして、スキーの訓練のためかローラー
スケートを練習していて、家から職場まで路上（車道）でローラースケートをしていて警察官に指導
を受けたと聞いた事があります。
お酒が大好きでにぎやかな長田さんのお話が聞けないのはさみしいですが、たくさんのスキーの指
導ありがとうございました。
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佐藤文彦
飲み会に誘ってもらって一緒に飲んだことがあります。一緒に滑りたかったのに一度も一緒に滑っ
てなくて残念でした。

安藤真理子
増原さんが元職場の先輩だったので誘っていただき、3 年前の戸隠に初めて参加しました。
長田さんとは、3 回戸隠で御一緒しました。よく鼻歌を歌っていらっしゃいました。野菜のカリン
トウや硬いおせんべいをカリカリといい音をたてて召し上げるので歯が丈夫なのかと思ったら 60 歳
で総入れ歯にしたと聞いてびっくりしました。歌っていらっしゃるので口の周りの筋肉がしっかりし
ていらっしゃるのでしょうが長田さんの前向きな姿勢に感心しました。何でも見習いたいと持ってい
たのでとても残念です。
増永信夫
長田さんにはゲレンデでいつも親切に教えていただき、また
行動そのものにも尊敬できる真似したくなる大先輩でした。ス
キー中に飲酒をして生死に関わる大怪我して、もうスキー中に
は飲酒はしない等の忠告を話してもらい特に印象に残っていま
す。本当に残念です。

寺田美雪
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あちこちで教えていただきました。昨年新しい板を買い戸隠へ
来たとき、あまりに滑らないのでワックスを塗ってもらって滑る

スノーフェスタの競技

会。緊張のスタートと快調な滑りの
長田さん

ようになりました。その後、ワックスを買いました。

可児初江
３年前平湯ではじめて会いました。お酒が大好きな方でした。

浅井の雑感
新型コロナウイルス感染症の広がりが止まりません。3/14-15 のぶなの木フェスタは 31 名もの
参加希望がありましたが、中止しました。スキーには何ら問題はないが、大勢で食事をする場
合、感染のリスクが高いというのが理由でした。お願いしていたガイドさんと宿にはキャンセ
ル料はいらないと言われ本当に申し訳なく思いました。今、いろんな行事が自粛や中止になり、
非正規の労働者が解雇されたりタクシー会社が倒産したとのニュースがあり、大変な事になっ
ているのだと実感しました。日本経済全体が落ち込み、私たちの生活と家計にも甚大な打撃を
受けているんですね。コロナ拡大を防ぐには自粛もやむを得ないと思いますが、安心して休業
できる補填が必要だとも思います。イギリスでは労働者・自営業者・フリーランスの月額所得
の 8 割の 33 万円を上限に補填するとのこと。日本も抜本的は補填措置をとってほしいもので
す。今シーズンは「雪不足」と「コロナ禍」で残念なことが沢山でした。まだ続くかもしれま
せん。早く収束してほしいです。浅井千恵
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