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第 11 回坂口登山フェスティバル 

常念岳 焼岳 

開催要項 

 

 

   

常念岳 焼岳 

 

 

平成 25 年 7 月 5 日(金)～7 月 7 日(日) 

 

会場 ほりでーゆ 四季の郷 
 

会場 常念小屋 啼鳥山荘 
 

ＳＭＦ実行委員会 
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【前夜祭】7 月 5 日（金） 
蝶ヶ岳温泉 ほりでーゆ四季の郷 
〒399-8211 長野県安曇野市堀金鳥川 11-1  Tel:0263-73-8501 

 
受付開始 午後 3 時～ ２Ｆ『蝶ケ岳の間』前 
 
絵画展  会場 １Ｆ ギャラリールーム 

◇ 藤岡牧夫絵画美術特別展 
講演会  午後 4 時～ 会場 ２Ｆ『蝶ケ岳の間』 

◇ 田淵行男記念館特別講演 
   安曇野市教育委員会文化課 財津達弥 

歓迎会 午後 6 時～ 会場 １Ｆ『こまくさ』 
1、開会の辞（副実行委員長）   岡田 三次 
2、実行委員長挨拶      松田 美宏 
3、大会主宰挨拶      坂口 三郎 
4、来賓ご挨拶         安曇野市長 宮澤 宗弘 様 

             参議員議員 若林 健太 様 

 

5、隊長挨拶       大蔵 喜福 
6、班長紹介    
 ⅰ有明山登山案内人前組合長(Ａ総班長)  塚田 銀稲 
ⅱ大町登山案内人組合副組合長(Ｂ総班長)山内 雅俊 

 ⅲ白馬山案内人組合公認ガイド    土谷  暢 
 ⅳ白馬山案内人組合公認ガイド    福永 忠幸 
 ⅴヒマラヤンシェルパ     ラマ・ゲル 
 ⅵ東御市出身茨城県在住    白石 忠男 
ⅶ山口県山岳連盟副理事長       武永 計介 

7、乾杯  
8、参加者自己紹介 

 
歓迎レセプション 午後 6 時～ 会場 １Ｆ『れんげ』 

 歌声ミュージック 音楽文化集団ともしび 神谷ありこ 
事務連絡 

  (消灯 22:00)  
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【登山 1 日目】7 月 6 日（土） 
起床 6:00 朝食 6:30 会場 １Ｆ『こまくさ』バイキング料理 

集合 ほりでーゆ四季の郷 前 （受付開始 午前 7 時 00 分～7 時 20 分） 
※荷物お預り 

7:20 開式 
1、実行委員長挨拶     松田 美宏 
2、大会主宰挨拶     坂口 三郎 
3、隊長挨拶      大蔵 喜福 
4、班長・SL 紹介 
5、連絡事項        荻原 茂行 
 

登山日 (日の出 4:35 日の入り 19:07) 

Ａコース（常念岳 一ノ沢コース） ★★★  

7 月 6 日 7:30  (弁当配布)⇒バス乗車〈15 ㎞ 40 分〉8:10 登山口 
   登山口→常念小屋まで (歩行 4時間 35分) 行程 6時間(昼食休憩含む) 

登山口→常念小屋⇔常念岳往復 (歩行 6時間 20分) 全行程 8時間 30分(昼食休憩含む)  

一ノ沢登山口（標高 1,323ｍ）8:10 発〈15〉8:25 山の神→〈45〉9:35 大滝 9:45〈30〉10:15 烏帽

子沢→〈35〉10:50 笠原沢 11:00〈50〉11:50 胸突八丁→〈35〉12:00~12:25 最終水場≪昼食≫12:30
〈60〉13:30 常念小屋(標高 2,466ｍ)   ※14:30 以後到着の方はここまで 
常念小屋発 14:00〈1:15〉15:15 常念岳（標高 2,857m）15:40〈50〉16:30 常念小屋着 

17:00 講話 大蔵喜福 隊長 (海外登山の現状) 

18:00 夕食   

18:30 懇親会 

21:00 消灯 

常念小屋 090-1430-3328 

7 月 7 日 起床 5:30 朝食 6:00 (日の出 4:35 ご来光) 
常念小屋→一ノ沢登山口まで (歩行 3 時間 15 分) 行程 4時間(休憩含む) 

常念小屋発 6:30〈40〉7:10 最終水場→〈15〉7:25 胸突八丁 7:35〈25〉8:00 笠原沢→〈25〉8:25
烏帽子沢→〈20〉8:45 王滝〈30〉9:15 山の神→〈15〉9:30 一ノ沢登山口着 
バス乗車 10:00〈40〉10:40 ほりでぃーゆ四季の郷 《入浴》 

 
Ｂコース（焼岳 新中の湯コース）★★★   

7 月 6 日 7:30 (弁当配布)⇒バス乗車〈55 ㎞ 1 時間 50 分〉9:20 新中の湯登山口 
登山口 ⇔ 焼岳往復 (登り 3時間 30分/下り 2時間 15分) 行程 6時間 30分(昼食休憩含む) 

新中の湯登山口発 9:30〈60〉10:30 小平 10:40〈60〉11:40 リンドウ平《昼食》 
   ※12:00 以後到着の方はここまで 
リンドウ平 12:00〈20〉12:20 下堀沢→〈60〉13:20 両峰鞍部  
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※鞍部から山頂までは大変ガレていますので 十分注意してください。 
両峰鞍部 13:30〈20〉13:50 焼岳北峰 14:10〈1:10〉15:20 リンドウ平 15:30〈50〉16:20 国道→

〈10〉16:30 中の湯駐車場 
バス乗車 16:40〈1:50〉18:30 啼鳥山荘着 《入浴》 
19:00 野外広場でバーベキューと歌声音楽 （雨天室内大ホール） 

7 月 7 日 起床 8:00 朝食 8:30（大ホール）  
⇒バス乗車 9:15〈3 ㎞ 10 分〉9:25 国営アルプスあづみの公園 
あづみの公園見学 9:30~1130 バス乗車 11:40→ほりでー四季の郷 

 

Ｃコース（自由散策コース）  

7 月 6 日 起床 6:00 朝食 6:30（大ホール） (弁当配布) 
鐘の鳴る丘・長峰山の眺望・NHK ドラマ「おひさま」の舞台等、見どころたくさんあります 

☆安曇野周辺タクシーツアー（別料金 4,000 円 所要時間 3:30） ※受付時に申し込んでください 

ホテル 9:00 発→ちひろ美術館→池田クラフトパーク→北アルプス展望台→大王わさび農場→三連水車

小屋→湧き水→ 啼鳥山荘 《入浴》 

19:00 野外広場でバーベキューと歌声音楽 （雨天室内大ホール） 

7 月 7 日 起床 8:00 朝食 8:30 ⇒9:15 バス乗車〈3 ㎞ 10 分〉9:25 国営アルプスあづみの公園 
あづみの公園見学 9:30~1130 バス乗車 11:40→ほりでー四季の郷 

 
7 月 7 日（日）ほりでーゆ～四季の郷 
 
12:00 お別れ会 会場『こまくさ』 

1、開会のことば      
 2、実行委員長あいさつ   
 3、大会主宰あいさつ    
 4、隊長あいさつ      
    5、隊長・班長へお礼のことば  
    6、乾杯     
 7、参加者の感想 

 
13:00  さよなら歌声  (再会を約して) 
     音楽文化集団ともしび 神谷ありこ 
1530 解散 
     ※最寄り駅、高速バス停送迎希望の方は申し出てください 
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