
2020 年 山なかまシリウス 雪上技術研修会 報告 

 

■総括報告■ 

 昨年に引き続きこの冬も雪上技術研修会開催の要望があり、下記のとうり机上研修及び実地研修を行

なった。今冬は全国的に積雪量が少なく、毎年実地研修場所としてきた谷川連峰土合付近の斜面も寡雪

で所どころに藪や地面が出ていたこと、また訓練に充分な積雪深が得られなかったことから、予定して

いた雪上技術訓練項目の一部が実施できなかったり中途半端に終わったりしたことが残念であった。 

 しかし、今回は訓練の的を絞って、例えば雪上歩行技術などの基本訓練を繰り返し行ったこと、従来

はデモンストレーションだけであったマルチピッチ雪上登攀手順を全員でシミュレート試行し、それぞ

れ次の応用動作に繋げるまでのステップに到達できたことなど、それなりの効果があったと思われる。 

 今回の机上研修会、実地研修会で行った研修の概要は以下のとうりである（写真：NH会員撮影）。 

[机上研修会] 

◎実施日時・会場：2020年 1月 18日(土)13～19時、オリンピックセンター円卓会議室 

 ◎参加者：会員 11名。（講師：OT、インストラクター：FS、等） 

 ◎内容 ①基本的技術のお浚い（雪上歩行、アイゼン・ピッケッルワーク、ラッセルワーク、 

滑落停止、雪山の危険、凍傷・ 

低体温症予防法など） 

     ②ロープワーク（簡易ハーネスの 

作り方、フィックスロープ通過法、 

フリクションノット結束法他）    

     ③雪崩回避と雪崩セルフレスキュー法 

     ④雪上アンカー構築法、⑤雪上確保法 

     ⑤雪山テント設営、スノーシェルター 

     ⑦マルチピッチ雪上登攀手順 

     ⑧経験者による雪山体験談・注意事項 

 ◎使用テキスト 

「山なかまシリウス 2020雪上技術テキスト」(下記 HPに掲載) 

(http://yamanami-harukani.world.coocan.jp/snow-mountaineering-2020.pdf) 

 

［実地研修会］                   

  ◎実施日時：2020年 2月 1 日（土）～2日（日）1泊 2 日 （宿泊：湯檜曽温泉旅館）   

 ◎場所：谷川連峰土合 白毛門登山口＆旧道入口付近、及びロープウェイ山麓駅下・田尻沢出合付近 

 ◎参加者：会員 9名（講師：FS、OT、インストラクター：NH、KM）  

 ◎内容 第 1日目（白毛門登山口） 

   ①雪崩埋没者捜索法（ビーコン＆プローブ）： 

     最近のビーコンは解析タイプが殆どになってきたこと、解析タイプでの捜索は埋没者のピン

ポイントまで接近できることから、従来行っていたクロス・サーチ法によるピンポイント捜索

法の実習は割愛した。 

     今回は、個々のビーコンの動作特性に習熟するために、（ⅰ）埋没ビーコンの位置を明示し 

て、埋没ビーコンに対して捜索ビーコンの表示がどのように表示されるか、埋没ビーコンに到 

http://yamanami-harukani.world.coocan.jp/snow-mountaineering-2020.pdf


達する捜索軌跡がどのようになっているか、捜索ビーコンは埋没ビーコンの位置からどのくら 

い離れた距離から反応し始めるか（最大反応距離）などを予めチェックした上で、（ⅱ）次に 

埋没ビーコンの位置を隠して捜索練習を行ったが、概ね捜索完了目標時間の 5分間以内で埋没 

ビーコンを発見できた。          

   ②積雪層観察＆弱層テスト： 

     積雪量が少なかったために充分なピット 

や角柱が切り出せず不完全燃焼に終わった 

が、「霜ざらめ」などの弱層の存在は確認で 

きたと思われる。 

   ③ワカン・ラッセルワーク：平地、緩斜面、 

急斜面でのワカンでの歩行とラッセルの実習。 

   ④緊急雪穴シェルター構築とテント露営法： 

特に、雪山用テント設営法を実習。          

   ⑤宿に帰ってから、翌日行う予定の「マルチ       

ピッチ雪上登攀手順」を座学で確認した。      （まずはピットを掘ってみる） 

                           

  第２日目（旧道入口付近、ロープウェイ山麓駅下・田尻沢出合付近） 

   ①アイゼン歩行： 

足慣らしのために旧道入口からロープウェイ山麓駅下・田尻沢出合までアイゼンで慣らし運転 

を行なった後、田尻沢出合斜面でアイゼンを脱いでつぼ足キックステップの練習を行った。 

再び旧道入口付近に戻って、アイゼンによる斜登下降の習熟を行なった。 

   ②雪上アンカーの作り方、スタンディング・アックス・ビレー： 

    雪上アンカーは、今回は積雪斜面の状態が充分でなかったために、スノーバー及びスノーフレ 

ークだけに終わった。ビレー実習も積雪深が足らないためにピッケルがヘッドまで刺さらず、 

実際の滑落テンションを掛けてのビレー実習ができなかったのが残念であった。 

   ③マルチピッチ雪上登攀手順のシミュレーション実習： 

寡雪のために充分な広さの斜面が取れず、短い距離の 2ピッチ登攀コースしか設定できなかっ 

たが、トップ、ミドル、ラストの 3人でザイル・パーティーを組み、それぞれがトップ・ミド 

ル・ラストの役割を交替して実習した。従来の研修会では、このマルチピッチ登攀シミュレー 

ションはデモンストレーションが主であったが、今回は参加者全員がそれぞれの持ち場を実体 

験することができた。 

   なお、今回は寡雪のために滑落停止、急斜面でのアイゼンピッケル・ワーク、半雪洞構築が実習 

できなかった。今後は寡雪の時でも十分な積雪深が期待でき、かつ安全な場所を探す必要があろう。 

 

   末尾になったが、今回ご参加頂いた方々、なかんずくインストラクターを務めて頂いた福寿、 

中道、近藤の各会員に厚く御礼申し上げる次第である。 

                             （以上、幹事・OT 記） 

 

                                  （続 次葉） 

 



■講評（インストラクター雑感）■                           

 人は誰でも山好きというわけではない。小学生のころ学童登山でいきなり苦しさ、辛さを体験して山

嫌いになり、その後、一度も山へ行かず他人の話も聞かない人もいる。一方何かのきっかけで山好きに

なり、のめり込んで若い命を落としてしまった人もいて、登山とは実に不思議な世界だ。 

 隆起や、火山で盛り上がった大地を風雨が削り崩した、いわば蟻地獄のような所を登るのであるから、

実は事故もかなり多く、危険と背中合わせの所行なのだと思う。そんな場所を安全に登るにはどうした

ら良いか、先人が知恵を絞って登山道を造り、安全な登り方を考案してきた。危険を回避する方法と、

危機に遭遇したらどう対処するかが登山技術で、それを皆で考え実践し、個々の技量向上を図るのが研

修会であると考えられる。 

 山なかまシリウスでは機会あるごとに OT 会員の主導の下に各種研修会を行ってきたが、今回は雪上

技術について研修の場をもつことになった。 

 

[１月 18日 机上研修 オリセン セー１０４研修室] 

 用意されたスライドに従って雪山の基本である歩行について、ピッケル、アイゼン、ワカンにつて用

具と使用法の説明あった。西洋式の道具は名称も使用方法も横文字カタカナで覚えにくいのが欠点だ。

繰り返し聞いて覚えよう。 

滑らない歩き方、滑落停止などは実技で、 

様々な条件の雪上で繰り返し練習することで 

少しずつ身についていく。机上と共に実技研 

修にも力を入れたい。 

 次に別テキストによる簡易ハーネスとその 

使用法、カラビナによる簡易確保と簡易懸垂 

下降の紹介があった。万が一の場合の急場し 

のぎの方法であるから但し書きや注意書きに 

従って安全に使うようにしたい。 

急場が予想される場合は正規の道具を持参 

しよう。カラビナやロープを持参するのなら 

ATC かルベルソ等の確保器を忍ばせていこう。  

各自が持っていれば安心だ。 

実技のついでに次回実地研修で必要なロー 

プワーク、エイトノット、クローブヒッチ、 

フリクションノット（マッシャー）の練習。 

この辺はもう少し時間をかけてじっくりとや 

る必要があるようだ。同時に、現地での説明 

を少なくして時間の節約を図るために次回の 

実地研修で行う雪上登攀方法について説明した。 

今年は雪量少なく雪洞実習不可能と思われ 

るが、除雪した雪だまりでもあれば形くらい作ろうかと、基本的な雪洞の形、掘り方の説明をした。 

 テキストに戻り雪崩の回避とセルフレスキュー。毎年実施される課題である。一生遭遇しないのが 

―― 



一番良い。しかし万が一の時の為に知識として吸収しておく必要はある。知識の積み重ねが知らず知ら

ずのうちに雪崩の起きそうな場所や時間を避けて通る動物的な感性を養うことになるのだと思う。 

最後に NH 会員から実際に凍傷になった時の話を聞く。本やテレビではなく海外山行での凍傷で入院

手術された本人の話はリアルで重みがあった。多くの人に体験談を聞きたかったが時間切れになった。 

 初心者を含む研修会では、解かりやすく納得しやすい基本技術を集約して学び、その後習熟度に従っ 

て高等技術を習得していけば、道理も、技術の変遷も理解しやすいように思うが、なかなかそうもいか

ないこともある。 

技術書も多々あって同じ技術でも著者によって異なる見解が随所に見られ、また年々の技術革新もあ

り、どの方式を受講者に伝えたらよいか迷うところもあったが、各インストの知見、経験によって判断

した。このあたりが非常に難しいところである。一冊の書物、一人の先輩から得たものは、それぞれの

思惑もあり片寄りもある。従って受講者は自分の技術の向上と共に考えを深めなければならない。学習

した技術より良いものは取り入れる、それが進歩だと思う。 

 

[２月 1日土曜日 実技研修 白毛門登山口夏季駐車場] 

 小雪がちらつく駐車場は積雪４～５０cm、その内  

３０cmが降ったばかりの新雪で山側境の柵が半分 

露出して雪解け水が噴き出していた。埋没者捜索法 

、ワカン歩行、ラッセルワークは順調にこなした。 

雪質観察、弱層テストは全員に経験してもらいた 

かったが雪質不良のため、希望者が形だけの穴掘り 

経験をした。観察は少々物足りなかった。 

 午後、寒雪、NH会員の詳細な指導の下でテント設 

営が始まる。入口の方向、ポールの扱い、張綱、ペ 

グ、等々。時折吹く突風が雪山現場のごとく臨場感 

あり良い経験になった。完成の後生活方法等、また、    （積雪層を掘り出して観察してみる） 

今回は実施されなかったが、強風の予想される現場 

では周囲にブロックを積むのと積まない場合の差等細かく説明があり、皆真剣に、そして充分に理解で

きたと思う。 

[２月 2日日曜日 実技研修] 

 ふかふかの新雪でアイゼン、ピッケル使用の歩行訓練できず。昨日 KM 会員が探してくれた数メート

ルの氷斜面を使うべくロープウェイの駐車場近くまで歩行。短いが凍った急斜面でアイゼン歩行キック

ステップ、バックステップ、フラットフィッテイング等ほんの数歩ずつ雰囲気を掴むだけの経験をした。 

午後、OT 会員の指導で雪上アンカーの作り方、スタンディング・アックス・ビレーの説明があった。

時間と豊富な雪があれば個々に経験してもらうはずであったが積雪量が少ない現状では如何ともし難

かった。 

その後マルチピッチ雪上登攀の実習を行った。3 人一組になり、リーダー役、メンバー約、サブリー

ダー役になり、ロープのさばき方、登り方、ビレーの仕方等の訓練をした。机上で予備訓練をしたこと

もあり大方上手にできた。上部支点でロープさばきに少々戸惑いがあったが、これは本来の訓練＋αの

部分で時間がかかったのは仕方のないことだ。斜面上の狭い場所でメンバーの入れ替え、ロープの移し 

替え等大変であったことだろう。実際の登山中にもしばしば起こることだ。最初の考えでは（L）、（M）、 



（SL）がザックを背負って現場に到着し、ザックを下ろしてロープを出して準備することから始め、登

り終わってロープをしまい出発するまでを実戦さながらに行いたかったが、時間不足で前後と３セット

目の登り訓練は割愛した。 

個々の感想は聞かなかったが、少々面倒くさいと思われた人もいたと思う。しかし、これが慣れてし

まえば苦も無く出来るようになるのだから不思議なものだ。家に帰って、寝床でつらつらと考えるに、

自分たちが一度見本を見せれば良かったのだと思うが、その時には考え付かなかった。 

今回は、滑落停止訓練をはじめ、スタンディング・アックス・ビレーの各自の実践、雪洞掘り体験、

等々多くの積み残しがあった。２回分を一度に圧縮したこともあり一つ一つの訓練時間に不足を感じた。  

皆さんには手際の悪い研修会に物足りなさを感じたことと思います。悪しからずご容赦ください。 

多忙な２日間の研修会を無事に済ませたのは幸いでした。参加者の皆様に感謝申し上げます。 

         

（以上、インストラクター・FS 記） 

 

▲2020 雪上技術研修会「机上研修会」に参加して▲ 

 

 2019年にシリウスに入会して、今回初めて雪上技術研修会（机上研修会）に参加しました。これまで

丹沢や奥多摩等の低山の雪山しか登った経験がなく、本格的な雪山山行をするための準備として、この

ような研修会は絶好の機会です。本格的な雪山登山とはどんなものなのか、何に気を付けなければいけ

ないのかを念頭に研修を受けました。 

研修全ての項目は書けませんが、復習も兼ねて学んだ内容と感想を書きます。 

１．基本的な技術のお浚い（アイゼン、ピッケル、ラッセル、滑落停止等） 

  雪山初心者にとっては、多くの内容がお浚いではなく、初めて知る内容であった。 

どれも重要ではるが、個人的には滑落防止／停止の実際と考え方が興味深い。 

◎アイゼンを付けるタイミング 

必要になる前に安全な場所で装着することが肝心である。これまでは必要になってから付けてい

た、又は雪があってもアイゼン無しで粘る傾向があった。また、雪崩や落石の危険がある場所での

アイゼン装着は危険のため、今後は改めるようにする。  

◎ワカンとスノーシュー 

  両者の違い、メリットとデメリットを理解することができた。どちらも所有していないアイテム 

であり、まずはワカンが必要になりそうだ。ワカンはスノーシューに比べると沈む量が多いため疲 

労度が大きくなるが、そこは何とか頑張るということで。 

◎滑落防止／停止 

  滑落を停止する技術をマスターするのは必須ではあるが、実際のところ滑落を停止させるのは困 

難である。そのため、まずは滑落をしないための防止策が大事であることを理解した。確かに冬の 

富士山の様なアイスバーンでは、一度滑り始めたら止めるのは難しいだろうと容易に想像がつく。 

スリップ・転倒しない基本的な技術・注意が重要であることを学んだ。 

◎凍傷・低体温症予防のポイント 

  雪山で漠然と怖いと思うのが、雪崩と凍傷・低体温症。ちょっとした予防をしっかり行えば、防 

げるような気がするのだが天候の急変や困難な山行で目の前に集中し過ぎてしまうと、そのちょっ 

とした事が疎かになってしまうかもしれない。とにかく水（汗）に濡れないこと、十分な血流を確



保すること。あと、寒いと忘れがちな水分の摂取が重要だと考える。  

２．ロープワーク (実習) 

   持ち込んだガチャ類と、ロープ等を借用させていただき実習を行いました。 

◎簡易ハーネスとその使用法 

   テープシュリンゲで簡易ハーネス（チェストハーネス、シュリンゲ・ダイアパー）を作る方法

はとても有用だと感じる。クライミングや沢登りで使うハーネスは、常に着用しているとは限ら

ないため、テープシュリンゲとカラビナがあればできてしまうからだ。ただ、あくまで急場しの

ぎであり、クライミング等全体重が掛かるような場面では使ってはいけない。シュリンゲが体に

食い込むと、痛いでしょうね・・。 

   下半身を固定するシュリンゲ・ダイアパーは、シュリンゲの長さ 120～150cm だと私の様な体

が大きい人は長さが足りないようである。赤澤さんより教わったシュリンゲを８の字にして、 

左右の輪の中に両脚を入れて両端を前でまとめてカラビナで固定する方法だと上記長さで十分 

だった。 

 ◎簡易フィックスロープ・トラバース、簡易確保、簡易懸垂下降 

段々専門的になってきた。フィックスロープはエベレスト登山の映像で見たことがある。カラ

ビナ２個使い、ユマールの実演を見させていただいた。エイトノット、クローブヒッチはクライ

ミングで練習した内容だ。ムンターヒッチは ATC ガイドがない場合に簡易懸垂下降で使えるの

で、使えるように覚えておきたい。 

 ◎ロープ結束法 

  フリクションノットの１つであるマッシャーを学んだ。 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ロープ結束法の実習） 

３．雪崩について 

  夏山とは決定的な違いが雪山ならではの雪崩だと思う。雪崩遭難事故の９割は人為的雪崩発生に 

よるものであるとは意外であった。だとしたら、雪崩が発生する場所に立ち入らなければ済む話で 

はあるが、自然は甘くはないのであろう。リスクをゼロにすることはできないが、ゼロに近づける 

ことはできるのであって、そのための知識を学ぶことができた。少なくとも過去に雪崩が起きてい 

る場所には立ち入らないようにしたい。 

  雪崩埋没者レスキューについては、４種の神器（ビーコン、プローブ、スノーシャベル、GPS） 

が不可欠である。救助方法等、専門的な内容のため一度では理解できないが、万が一の事を考える

と身に着けておきたい内容であると感じます。後の、現地実習でビーコンを使わせてもらい使い方



をある程度は理解できたと思う。 

４．雪上アンカー 

スタンディング・アックスビレーの形を実際に実習することができた。その他スノーバー、 

スノーフレーク、雪袋等、「雪」をうまく使いこなす方法を知り、先人の知恵に感心した。 

５．雪山テント、シェルター 

夏山の山小屋管理のテント場にテントを張るのとは訳が違う。場所が雪山山中であれば何かあっ

ても自力で何とかしなければならない。雪山テント設営、テント生活の注意事項を学んだ。 

６．最後に 

研修項目のボリュームが沢山あったので、全て吸収できたとはとても言えないが、知識と理屈を学

べたことはとても有意義でした。また、講師の方を初めとした経験者談は、とても参考になりました。 

講師の皆様、参加者の皆様ありがとうございました。 

                                   （以上、FJ 記） 

 

▲雪上技術研修会 「実地研修会」に参加して▲ 

 

暖冬で雪が十分にあるか心配されたが、今年も無事に実地研修が実施された。 

1 日目は午後からのスタートとなった。まずは雪崩に巻き込まれた場合を想定したビーコン練習。最初に解析

型と非解析型の違い、捜索時は全員が受信モードに切り替えなければならないことをお浚いする。それから、講

師や諸先輩方が持ち寄ってくれたビーコンをお借りし、雪の中に隠された発信モードのビーコン（＝遭難者）を

探し出す練習だ。お約束のように誰かがうっかり発信モードにしてしまい、スタート場所でみんな団子になってう

ろうろする。捜索は最初の 5 分が勝負。雪崩の現場でこんなことがないよう、気を付けねば。 

私は昨年、解析型を体験したので、今年は非解析型を使ってみた。非解析型では特に、ビーコンの磁力線の

特性を頭に思い描きながら歩く。大体この辺りというところまでは辿 

り着けたが、最後「ここだ！」というのがなかなか決められない。 

一方、解析型は誰でも時間をかけずに場所を特定できる強みがあ 

る。非解析型は、事前に十分使いこなせるようにしておく必要があ 

ると感じた。 

次は弱層観察。雪を掘り下げて地層のような積雪層をあらわにし、 

雪崩発生の可能性を予測する。講師の掘った層を皆で観察した後、 

各自掘ってみた。     

一番上にサラサラで柔らかい新雪が載っている。その下は目の 

粗いしもざらめ雪が何層か重なっていた。しもざらめ雪は新雪がい 

ったん融解し、霜などがついて目の粗い氷の粒となって固まったも 

のだ。新雪は柔らかく、指 4 本がすっと入る。しもざらめ雪となると指 

1 本がせいぜい。ただ、握ってみると新雪は固まるが、しもざらめ雪 

は固まらずぽろぽろと崩れる。どちらも弱層になり得る。        （切り出した積雪層椅子？に座ってみた！） 

また、一辺 30cm 程度の柱状に削り取り、スコップを載せて叩いて、弱層がずれないか確認するコンプレッショ

ンテストも行った。ずれる層は雪崩を起こす可能性がある。上から叩くと「あ、ずれた」と見ていた人たちが声を上

げる。わずかにずれたようだが、叩いている本人は、上から見ているためかよくわからない。小さな動きも見逃さ

ないよう、しっかり観察する必要がありそうだ。 



この穴にツェルトをかぶせて、ビバークのイメージも 

体験した。ツェルトを被せると、外気に直接さらされる 

ことがなく、少し暖かく感じる。 

続いて、ワカンの歩行練習。ふかふかの新雪の上 

を歩いてみる。足が沈み込まず歩きやすい。先程の 

ビーコン練習では、ずぼずぼと埋まりまくったので、 

皆にこにこ顔。斜面の登りで足元が崩れてしまう時 

は、膝で固めてから少しずつ登る。その場で経験豊 

富な先輩が教えてくれた技だ。 

最後はテント張りと撤収の実習。雪中のテント泊は、 

一日歩いてへとへとに疲れているうえに、風もあるし、    （雪穴にツェルトを被せた緊急シェルターも体験） 

雪をテント内に持ち込まないようにしないといけないし、 

雪を溶かしてテント内で煮炊きもしなくてはならない、と説明を受ける。夏に比べると、段違いに大変そうである。 

特に風は厄介だ。まずは夜中に飛ばされないようにすること。そのために数人で肩を組んで雪を踏み固めた

後、ブロックを切り出して風よけに積み上げ、切り出して低くなった場所にテントを張るのが理想。だが、疲れてい

る時にそこまでできるか。テントを張る最中に、一瞬の不注意でテントが飛ばないような注意も必要だ。 

実習でもうまい具合にほどほどに風が出てきて、ああだこうだ言いながら組み立てる。入口は必要最小限の大

きさしかなく、入り方にもコツがある。今回は 1-2 人用を設置し、試しに 2 人入ってみた。感想は「狭い」。雪山の

荷物は大きいし、この中で調理も食事も、と考えると、出発前の荷造りが命だと感じる。朝は起床から撤収まで 1

時間程度だそう。うーん、バタバタしそう。 

この後、宿に入り、食事前に翌日のマルチピッチ雪上登攀実習の概要説明があった。しかし眠気の出てきた

アタマは既に理解不能。先生方、ごめんなさい。 

2 日目朝、体調不良で 1 名帰宅されたが、残ったメンバーで続行する。 

最初はアイゼン・ピッケル歩行。探し回った末、スキー場近くで丁度よい斜面を見つけて、姿勢などチェック。練 

習後、次の場所に移動中、講師が道端の雪を触ったり、ピッケルを突き刺したりしている。「こういう風に、ちょっと

雪を触ったり突き刺したりしていると、だんだん雪が分かってくるよ」。 

確かに、常に雪を掘って弱層観察をするわけにいかない。まめに触ったりピッケルを刺してみたり、軽く掘って

みた感触から、今日の雪はどんな様子なのか体感的にわかることが大切だ。 

軽い昼食後、2 班に分かれ 3 人一組でマルチピッチ雪上登攀の練習。起点で 1 人がピッケルを使ったスタン

ディング・アックス・ビレイで確保。2 人目が途中に支点を作りながら登り、ビレイできる場所で確保。3人目が間に

張られたロープを伝って登る。下りは役割を交代して、同じように移動。最後の人はロープや金具類を回収しな

がら降りる。1 チームに 1 人経験豊富な先輩が入り、講師は口を出さず現場だけで解決する方法で進められた。 

やってみると、予想外に難しい。そもそも前日の説明がほとんど頭に残っていないのが一番の問題だが、滑っ

た時を想定して、どこに何をつなげるとどう止まるのか、落ち着いて考えないとわからない。「ビレイ解除！」と言

われたら、何をすべきなのかすぐにわからない。それに加えて、ユマールやマッシャーで滑り落ちないよう二重に 

対策するので、とにかく手間がかかる。それらを全部想定して動かなければならない。 

3 人全員が登りきったら役割交代だ。狭い場所でスタンディング・アックス・ビレイをし直すため、私はどこに立

つべきか、隣の人は何をするのか、そしてもう一人は何をしようとしているのか、それらを見極めて自分は何をし

ておくべきなのか、何が何だか分からなくなる。ものすごく時間がかかる。通りかかった登山者が面白そうに眺め

ていく。講師の先生方は、寒い中じっと我慢。我慢。もひとつおまけに我慢。 



後から考えれば、登りも下りも基本的には同じことをしているのだった。しかし、これは何度もやって体で覚え、

阿吽の呼吸で役割を果たさなければ、とてもじゃないけれど前に進めないと痛感した。 

2 チームとも何とか終わり、今回の実地研修も終了。車に戻って道具を片付け、それぞれ帰途についた。 

 

昨年に続き 2 度目の参加となった今回、感じたのは繰り返し体験して身に付けることの大切さだった。頭で理

屈がわかるだけでは、いざという時に不十分、身に沁み込ませてこそ価値がある。1 回経験したから十分なので

はない。それがわかっただけでも、今年も参加してよかったと思う。 

そして、十分に練られた実用的なプログラム、さまざまな道具を提供いただき、使わせていただけたこと、テキ

ストの作成、現地情報収集、宿の確保、全て講師の皆さんや長年の経験を持った先輩方の献身によるもので、

私などは子供のようにおんぶにだっこで、ただただ多くの経験と学習をさせていただいた。机上も含めこの研修

会で学んだことを生かし、知識の習得や経験の積み重ね、情報収集を怠らず、事故のない安全な雪山登山が

できるようになりたい。 

講師の皆様方、先輩方、ご一緒いただいた参加者の皆様、本当にありがとうございました。 

心から御礼申し上げます。                                       （以上、TM 記） 

 

▲雪上訓練の感想▲ 

今年で二回目の参加となりました。雪山経験があまりない私にとって、雪山訓練はとてもありがたい、

貴重な機会です。わからないことはすぐ質問できたり、講師の方々の経験を活かして教えて頂けるので、

とても良い勉強になりました。 

実は私は、シリウスに入会する前は雪山はわからないから怖い、というイメージでした。 

以前から、雪山に行くからには訓練を受けてからにしようと決めていましたので、雪上訓練は私のスタ

ート地点となります。去年受けていても、忘れていたり新しい発見があったりするので、毎年定期的に

受けていきたいと思います。また、皆さんとなかなかお会いする機会がないので、お会いできていろい

ろ話せた事がとても嬉しかったです。            

講師の方々には企画や手配・指導等、諸々ありがとうございました。大変かと思いますが、今後も毎

年続けて受けたいと考えておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

（弱層テストを試してみた）  

          （以上、OH 記） 

 

（本稿 了） 


