秋田県内在住の産業カウンセラーの皆さん、こんにちは！

回覧板 秋号をお届けします！

ので体力も回復でき再び登り始めることが出
来まし た 。よう やく 山小 屋に着 いた とき は計画

思うこと

より２ 時間 ほど 遅れて い ました 。その後 の行 程
阿部

哲也

を大幅 に変 更せ ざるを 得 ません でし たが 、表 銀

9 月の シル バー ウイー ク に夏休 みを 取っ たこと

座縦走 路を 歩く ことが 出 来、燕 岳・大天 井岳 に

で９日 間と 長い 休みに な ったた め、以 前か ら考 え

も登る こと が出 来まし た 。特 に燕 岳から 見た 朝

ていた 山行 を実 行する こ とにし まし た。初 めて の

日は今まで見た朝日の中で最高だと感じまし

宿泊登 山で した ので、荷 物を少 なく する ため山 小

た。計 画通 りに はい きま せんで した が、良い 旅

屋泊を 選択 しま した 。ネ ットで 色々 調べ 、評 価が

になっ たと 思い ます。 こ の旅で 学ん だこ とは 、

高かっ た燕 山荘 へ泊ま る べく、北アル プス 表銀 座

計画通 りに 進ま なくて も 、行 った り来た りを 繰

縦走コ ース を選 択しま し た。一 般的に この コー ス

り返し ても 、諦 めず 進も うと思 うこ とで 何かし

は、中 房温 泉登 山口か ら 燕岳へ 行き 、大 天井岳 、

らの結 果（ 例え それ が失 敗に終 わっ たり 、途 中

常念岳 を経 由し、一ノ 沢 登山口 へ降 りる ２泊３ 日

で断念 して も）が残 るこ とが大 事で 、そ れを 次

のコー スで すが 、体 力に 自信が 無い 私は 、途 中の

に生かすことで少しは進歩できるのかな？と

くさり場等を重いリュックを背負っての行動は

感じた こと です 。

難しい と考 え、燕 山荘 へ ２泊し て大 天井 岳には 燕

私は今、県北 で産業 カウ ンセラ ーの 無料 相談

山荘か らの ピス トンで 登 ること を選 びま した。本

会を開 催し たい 思い活 動 してい ます 。県 北で は

来で言 う縦 走に はなり ま せんが 、表銀 座か ら槍 ヶ

あまり産業カウンセラーという存在は周知さ

岳や穂高岳を観ることを優先したコースとしま

れてい ない と感 じてい ま す。まず は知っ て貰 う

した。人気の コー スの た め連休 は混 雑が 予想さ れ

ことか ら始 めた いと思 い 、そ のた めには 県北 で

ることから、土日祝を避けて登ることとしまし

の無料相談会の開催が必要だと感じたからで

た。ス マホの 登山 アプ リ で行程 管理 を行 いなが ら

す 。「 悩 ん で い る 人 の 力 に な っ て く れ る ん だ な

登った ので すが、登山 道 は思っ てい た以 上に 急 登

ぁ」と 思っ て戴 けれ ば、産業カ ウン セラ ーにな

（後で知ったのですが北アルプス三大急登の一

りたい と思 う方 も出て く るかも しれ ませ ん。全

つです ）で 、また 、初 め ての小 屋泊 との 不安か ら

く計画 通り（登 録カ ウン セラー の取 得、カウ ン

着替え や食 料・交 換レ ン ズ等を 必要 以上 にリュ ッ

セラー とし ての 経験な ど ）に は進 んでい ませ ん

クに詰 めた ため、標準 タ イムよ りか なり 遅れが 出

が、少し ずつ進 むこ とで 私が実 行で きな くても

てしま いま した。その 遅 れを取 り戻 すた めさら に

引き継いでくださる方

無理を した こと から次 第 に足が 上が らな くなり 、

が出る こと に期 待し 、今

山小屋の手前８００ｍの地点で動けなくなりま

回の登山を思い出しな

した。偶然にもその地点にはベンチがあったた

がら精進したいと考え

め、４ ０分ほ ど荷 物を 降 ろして 休む こと が出来 た

ていま す。
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