
日付 山域 山名＆コース 形態 メンバー コメント

2017/1/1 十勝連峰 望岳台コース スキー １名 山行中止

2017/1/2 道央
春香山
桂岡コース

スキー
スノーシュー

３名

たいしたことない山なので特に有りませんが
リーダーと弟子のおばちゃん体力なく新人さ
んのお姉さんに圧倒されてました。穏やかな
正月でした。

2017/1/2 道央 白樺山 スキー １名他１

山名の通り北斜面は白樺林でした。笹藪は雪
に埋まっておらず慎重に滑ってきました
積雪が少ないです。初ピークでもあり良き新
年のスタートです。

2017/1/3 道央
羊蹄山
神社の沢コース

スキー ５名
あちこちで笹藪が見えていた。雪ある時期
に、もう一度、行って見たい。

2017/1/4-5 表大雪
旭岳
ロープウェイスキー
場

スキー ６名
旧会員を囲んで、旭岳バックカントリーを楽
しむ。雪質と天気にはあまり恵まれず、お酒
と珈琲と温泉をメインに(？！)堪能。

2017/1/5 表大雪
旭岳
ロープウェイスキー
場

スキー １名他１ 山行中止

2017/1/6 道央

別狩岳
国道４５１号線五
番川沿コース往復

スキー ２名
空知は雪が少ないようで、川を渡れずに引き
返し。

2017/1/6 道央
無意根山
千尺

スキー １名他１

除雪は旧スキー場へ曲がる分岐まで、ここか
らスキーで歩く。時折青空がみえる穏やかな
天気のなか、膝下の雪で登り方の練習。千尺
高原からの滑りは、深雪が初心者には丁度よ
かった。

2017/1/7 道央
イチャンコッペ山
夏道コース

スノーシュー ２名
リハビリ山行で、スノウシューで行ってきま
した。ワクワク感は無いけれど、登ってこれ
て良かった！！

2017/1/７-9 日高山脈
トヨニ岳～ピリカ
ヌプリ～野塚岳

スノーシュー
＆アイゼン

２名

南日高周遊（トヨニ岳東尾根→トヨニ岳→ピ
リカヌプリ→トヨニ岳→野塚岳）の計画だっ
たが、東尾根の登りに予想以上の時間を要
し、ピリカヌプリはパスして、トヨニ岳～野
塚岳の周遊山行とした。ピーカンのお天気に
恵まれ、南日高を満喫することができた。マ
ジ良い山行だった。

2017/1/8 道央
音江山
沖里河コース

スキー １名
昨年末より雪は多いといえば多かった
が････。滑る所が多いのは良い。

2017/1/8 道央 オコタンペ山
スキー

スノーシュー
１２名

「寿司山行」としてお手軽山行をチョイス。
頂上直下に大斜面あり。スノーシュー・ス
キーの混合山行。どちらかというとスノー
シュー向きの山だと思った。

2017/1/8-9 北大雪
ニセイカウシュッ
ペ山

スキー
＆アイゼン

１名
8日は雲も無く晴天無風。9日は強風で1742ｍ
を超えれず撤退。テン場を上げ過ぎた結果、
山頂を踏めなかった感がある。
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2017/1/9 道央 モラップ山
スキー

スノーシュー
４名

朝起きると雨。テンション急降下で現地へ。
雪に変わっていたので黙々と準備して出発。
稜線上は吹雪模様で、簡単な山でも厳しさを
感じた。

2017/1/9 道央 定山柱 アイスクライミング ３名

氷の発達が悪く、上部は氷なく瓦礫、泥壁の
状態。上の林からロープを降ろし、土管の高
さでトップロープ支点作成。ロープが滝の中
心に来るように設置。滝は凹凸があり登りや
すかったです。それぞれ4～5回登る

2017/1/10 道央
浦臼山
於札内川沿いから
北東尾根

スキー ２名 腰痛で中止。情けない。

2017/1/14 道央 北広山 スノーシュー ３名
快晴の中、新人Ｉさんに読図・コンパスの使
い方実践をしてもらった。冬の北広山は眺望
良し。

2017/1/15 道央 小喜茂別岳 スキー ３名

登り時の天気はまあまあだったが、肝心の滑
降時に雪が多量に降り始め見通しが悪くなっ
た。緩やかな大斜面が数か所あり、スキー入
門の山と言われることに納得。

2017/1/15 道央 オロフレ山 スキー １名他１

朝のうち快晴のち吹雪。峠近くからお気軽に
ピークを踏めると思いきや登りも下りも侮れ
ない山だった。兎にも角にも１０年来の宿題
を片付けて初ピークゲット。

2017/1/15 道央 竹山 スキー ２名

１０センチほど新雪が積もり軽い雪でした。
スノーモービルの集まりがあったようで、竹
山山頂まで３台の跡がついていた。残念なこ
とに曇りで展望はなく、物足らない。山頂か
らトレース通りに滑ってきました。

2017/1/15 道央 股下山
スキー

スノーシュー
２名

2017/1/17 道央 股下山 スキー １名他１

2017/1/17 十勝連峰
上ホロカメットク
山・十勝岳

スキー
＆アイゼン

１名
天候に恵まれたおかげで、気持ち良く厳冬期
の山を楽しめた。

2017/1/21 道央

手稲山　ハイラン
ドスキー場周辺
冬のレスキュー訓
練

８名
短時間でのレスキュー訓練。一通り訓練した
と思ったが、肝心のコンパニオンレスキュー
を行っていなかった。

2017/1/22 道央

手稲山　ハイラン
ドスキー場周辺
冬のレスキュー訓
練

１１名

夜の10時過ぎにスキー場を登り、雪洞で寝て
翌朝6時に帰る。この訓練は、私には出来な
い。スノーマウントは、ビバーク以外でも使
えそうに思えた。

2017/1/23 道外
滝子山
笹子駅～滝子山～
初狩駅

１名

雲取山、大菩薩嶺、高川山と去年に引き続き
富士見目的でこの山を選択。久々に20Km強歩
き、翌日には筋肉痛で参ったが、お次はどこ
へ行こうかわくわくは止まらない！

2017/1/23-
24

道央
ニセコモイワス
キー場周辺

スキー ２名他３

両日とも午前中晴れ午後から雪。寒気と降雪
に恵まれフレッシュパウダースノーを満喫す
る。年に一度は滑りたいモイワスキー場Ｂ
Ｃ、最高でした。

2017/1/28 道央 濃昼の滝 アイスクライミング ２名 山行中止
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2017/1/29 道央
連盟救助隊　冬季
訓練

２名

ＯさんとＳさんは体調不良で不参加。次の想
定で訓練実施①Ｂ会の２人パーティがスキー
で札幌近郊の烏帽子岳に入山し、下山時に南
西co660ピーク付近で1人が骨折し、動けなく
なり、救助要請がきた。②ヘリは悪天候のた
め飛べないことから、救助隊が入山して搬出
する。Ｓさんがチーフリーダーの大役を担
い、道央地区連盟救助隊隊長と副隊長に及第
点を頂く。

2017/1/29 東大雪
糠平温泉山
スキー場ルート

スノーシュー ２名

土曜日タウシュベツ橋見学、日曜日温泉山と
二日遊べて良かった。温泉山は、殆どスキー
場ゲレンデ跡を辿るコースで、スノウシュー
のラッセルに遣られました！！

2017/1/29 道南
オロフレ山
稜線上～南東斜面
滑降

スキー ３名他１

オロフレ峠ゲートは開かと諦めていたが９時
前にザ・オープン！山の天気や状況も本当に
その日にならないと分からないものです。地
形図は諦めずに持って行きましょうね。天候
に恵まれ駒ケ岳とその先は恵山も望めまし
た。滑りも良し。本日は山スキー日和な一日
でした。
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