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今月号の主な記事

5 月の山行報告〈立山訓練・増山城跡ハイク・燕岳〉

6 月の企画案内〈雑穀谷訓練・クリーンハイク金剛堂山・人形山〉
7 月の企画案内〈弥陀ヶ原散策・中ア宝剣岳／木曽駒ヶ岳・北ア白馬岳／朝日岳〉
立山雪上訓練の感想

賀久さんのＧＷ山行記

ストレッチ講習会の案内

1,638ｍ
南砺市（旧利賀村）／富山市（旧八尾町）
東俣登山道を登ります。なだらかな風衝草原は見晴らしよ
く、快適ハイキングです。この企画・クリーンハイクは、全
国労山の加盟団体がいっせいの企画です。
“次世代へ継なげよ
う、すばらしい自然を”に会員の皆さんの参加を！
【集合・出発】6 時 00 分 薬勝寺 P
【参加申込】 6 月 29 日 FAX57-8180（岩井）
歩行時間 登り 3 時間 下り 2 時間 標高差 約 400ｍ
体力度：★☆☆☆☆ 技術度：★☆☆☆☆

L：背渡健治

前金剛より中金剛

【集合・出発】7 時 00 分 L:黒川 衛
昼食をはさんでザイル・ロープワークも
行います。帰着予定は 15 時 00 分。
3,000ｍのアルプスの峰に立つ感動はなにものにも代え

【参加申込】6 月 5 日まで
FAX57-8180（岩井）

がたく、生きる元気・勇気を私達に与えてくれます。
“その感動を今年も！”そのために体力と技術の維持・向

1,726ｍ
人形山の山名は残雪期の雪形にまつわる民話に由来する。登
山口の田向に病気の老母と二人の娘が住んでいた。姉妹は山頂
の白山権現に母の回復を祈願使用と登っていたが、吹雪に倒れ、
春になって山肌に手をつないだ姉妹が雪形となって現れた。
【集合・出発】5 時 00 分 薬勝寺 P
【参加申込】 6 月 19 日まで FAX57-8180（岩井）
体力度★★★★☆ 技術度★★☆☆☆（やや健脚向き）
累計標高差 1,250ｍ

登り 4 時間 30 分 下り 3 時間 30 分

L:田中 健次
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フェース
Α

あります。一人でも多くの会員の参加を！

雑穀谷

岳、朝日岳などがあります。また、低山でも険しいところが

ここを攀じ登りました。

今夏の企画には中央ア・宝剣岳、木曽駒ケ岳や北ア・白馬

もちろん、ザイルで安全

連峰でした。剱岳も人気です。ここに登るには訓練は必須！

確保して。

上は必須の条件です。会員の登りたい山のトップは槍・穂高

Ⅰ
.

7/10(日)

1,600m から 2,000ｍ東西 9ｋｍ南北 3ｋｍに広がる高原。木道が敷かれた湿原には「餓鬼の田」と呼
ばれる池糖が点在し、カルデラ展望台や一の谷・獅子が鼻などの散策ポイントが豊富です。白い綿毛を
なびかせるワタスゲやシラネアオイ、ゼンテイカ（ニッコウキスゲの立山名）が咲き誇る季節です。

Ⅱ

7/17(日)・18（月祝）
2,956ｍ

2,931ｍ

ロープウェーでいっきに 2,600ｍの雲上の千畳敷カール
のお花畑。岩稜の宝剣岳からなだらかな稜線を描く木曽駒
ヶ岳への稜線歩き。山頂の小屋で泊って満天の星空を…。
三島野ＳＣの初めての中央アルプス企画です。
歩行時間 一日目 3 時間 30 分 2 日目 3 時間 30 分
宝剣岳コースは技術度★★★☆☆ 体力度★★☆☆☆
駒ヶ岳直コースは技術度★★☆☆☆ 体力度★☆☆☆☆

Ⅲ
.

7/31(日)・8/1（月）・2（火）
小蓮華岳から白馬岳

【行 程】
①蓮華温泉

白馬大池

小蓮華岳

白馬岳（泊）

歩行時間 7 時間
②白馬岳

雪倉岳

朝日岳（泊）

歩行時間 7 時間
③朝日岳

花園三角点

五輪尾根

蓮華温泉

歩行時間 6 時間
朝日岳と朝日小屋

技術度★★☆☆☆ 体力度★★★☆☆
夏山のハイシーズンで高山植物の花も見ごろ。山歩きも
爽快。
今年の総会で講演してもらった朝日小屋の清水ゆかり
さんとの再会も楽しみの一つです。
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もう

【メンバー】L:黒川 衛 他４名
【日 程】
5/1 立山駅（ケーブル）6：20
室堂着 7：25

美女平 6：35

訓練（～9：30）山荘内にて

ロープワーク訓練
5/2 起床 5：00

山荘出発 7：00

一の越 8：08（強風の中、男性 4 人で雄山山頂を
めざしたが、いよいよ風が強まり岩肌が凍ってい
て 20 分ほど登って撤退）
大谷散策）

室堂発 11：20

室堂 10：10（雪の
立山駅 12：30

・ 5 月なのに厳冬期の立山（－12℃）が経験できてよかった。雄山登頂はあきらめたが状況が悪かった
ので仕方ないと判断した。雪上訓練は時とやり方を工夫したい。

・ 雪上訓練は内容が濃く、またロープワークの訓練も出来、良い山行だった。
・ 初体験の本格的な雪山を体験でき感動の連続でした。ヤミツキになりそうです。リーダーありがとう
ございました。感謝・感謝。

・ 行くギリギリまで迷っていましたが、行ってよかった。360 度のパノラマがあり、どの山にも人影が
あり雄大でした。

・ 初めて参加させていただき、ロープワーク、アイゼンやピッケルワーク教わって大変有意義でした。
今後は教わったことを身に付けられるよう自己訓練に努めます。

Ｔ・Ｋ
定年退職祝の記念品として仲間から贈ってもらった写真集“北アルプス礼賛”
（白旗史朗写真集）の春の息吹き・
後立山連峰、消えやらぬ豪雪・立山の頁を幾度も眺め返し、いつかは自分もこんなに素晴らしい雪の北アルプス
の一隅に身を置いてみたいとの積年の思いから、5/1～5/2 の予定で企画された立山雪上訓練に参加した。
この際にと 1 ヶ月以上も前から、奮発して SIRIO の登山靴を新調し、10 本爪アイゼン、ピッケル、カンジキ
などを買い揃え、準備した用具に丹念に防水スプレーを掛けながら思いを馳せ、好天に恵まれることを期待して
その日を待ち望んだ。
5 月１日朝５時、黒川 L のもと５人のメンバーで薬勝寺池 P を出発し、７時３０分に室堂着。室堂は雨で気温
は 0℃、雪上訓練前に「雪の大谷散策」をと完全装備でゲートに向かったが、雨と強風で午前中は散策禁止のお
翌週には訓練を実践
アイゼンを装着中（燕岳にて）

達しが。出されていた。ターミナルで珈琲タイムで気分転換して気
を取り直し、８時から室堂山方面にて、①アイゼンを装着しての登
り、下り、トラバースの足の運び方。②雪上での自己確保の仕方、
滑落制動と雪上滑降のコントロール方法。③固定ザイル工作とメン
バーの通過についての方法。④その他。等々、リーダーの実技指導
を受けながら、時には立っていられないほどの強風が吹きすさび『自
己確保！』とのリーダーの指示を受けて、身を低くし雪中深く埋め
込んだピッケルに身を託し、手足の指の感覚が無くなる寒さの中、各
自体験の中からの技術を自分のモノとするべく必死に取り組んだ。

4

訓練とはいえ室堂の気温は０℃、強風下で体感温度はそれ以上の厳しさとなり、９時３０分に雪上での訓練は
中止となった。宿泊予定の室堂山荘へのチェックインにはあまりにも早すぎるところから、みくりが池周辺散
策を試みたが、あたりはただ深い雪に埋もれ、雪の上に置かれた標識と周辺の地形とリーダー持参の地形図か
らまさしくここがみくりが池と断定し、ガスと地吹雪で 5ｍ先も見えない中、シルバーコンパスと地形図のみ
を頼りに室堂山荘をめざすこととなった。雪上を歩くこと 20～２５分（歩行中は心細く、長く感じました…）
なんと！前方に雪に埋もれた室堂山荘が現れ、目の前の雪の階段を下りきった先に山荘の玄関が現れました。
『読図技術とはこんなに優れたものなのか』実感した瞬間でした。
１２時前でしたが無事室堂山荘にチェックイン。シーズン中なら１２人定員の部屋が満員になるところ我が
パーティーの５人だけの優雅な待遇。
部屋に置かれたテーブルの足を相手にロープワークの実技指導で訓練に熱中し、気づいた頃にはそろそろ夕
食時となり、急いでしゃんぷー・ボディソープ完備の大浴場で温まった。350cc５００円のスーパードライで
の“晩餐会”。PM７時過ぎに就寝。

雪に埋もれた室堂山荘と真っ白な立山

翌 2 日は曇天の中 7 時に室堂山荘を出発して、8
時 05 分一の越山荘に到着。アイゼンを履いた前日の
訓練が直ちに生かされる。夏道とは異なって登り下り
の無い直線での雪上歩行は結構時間短縮されたと感
じた。
一の越山荘は雪に埋もれ、小屋前のトイレの建屋は
雪の上に屋根がちょっぴり頭を出している程度。先に
到着していた写真家によると、彼が到着した時は－
10℃で、今は少しあがってそれでも－4℃とのこと。
時々強風が吹き荒れて体感温度はそれ以下。
その写真家は雄山頂上を目指したが強風のため登頂を断念し天候の回復を待ってい
るとのこと。
われわれは「お気をつけて！」の彼の声を背に登頂を試みるも登山道は雪が氷と化し、
高度を上げるにつれて、氷と化した雪道は次第に固く水色を帯びてきた。そんな中、突
風が吹き荒れ始めたため、二の越を過ぎたあたりでリーダーの決断で退却を指示。下山
指示で心底から“ホッ”としたものでした。（山頂はいまだガスの中）一の越から室堂
への帰路についた頃には次第に風もやみ青空となり、雪に覆われて光を浴びた奥大日
岳、大日岳が眩いばかりでサングラスなしでは目がくらみそう。9 時過ぎ、一の越を目
指すスキーヤー、スノーボーダーとすれ違う頃には次第に気温も上がり、黄砂が降って
一面斑模様になった雪面を背景にしばらく写真撮影と余裕が生まれました。室堂につい
て雪の大谷散策（壁の最大高さ 17ｍ）。11 時 20 分発のバスに乗って帰路についた。
黒川リーダー、岩井さん、的場さん、堀さんありがとうございました。
（5/8～5/9 の燕岳登山にも参加しましたが、この雪上訓練での経験が大いに役立
ちました。
）

先月、会員のお手元に『労山会員証』が届いたと思います。山での“権威ある身分証
明証”ですが、同時に全国の多くの山小屋利用の割引の恩典があります。
「500 円引き」
「5％引き」「10％引き」など小屋によって決めています。これまで利用した小屋では
八ヶ岳の天望荘は 10％、北岳肩の小屋 5％、仙人池ヒュッテ 10％、冷池山荘・新越山
荘 500 円引き、三俣山荘 10％引き、槍ヶ岳山荘 500 円引き…etc。この夏三島野ＳＣの
企画に該当する木曽駒ケ岳頂上木曽小屋は 10％、白馬山荘 500 円の割引があります。
詳細な情報はインターネットで「勤労者山岳連盟」を検索してください。登山用具シ
ョップの割引店舗もあります。
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【参加者】L:岩井、林憲（ガイド） 他１３名
【日 程】
出発 8：45

和田川着 9：00

増山城跡散策 約 2 時間

ぷらパーティ 11：00～12：30

山菜天

帰路につく

増山城跡ハイキング

Ｈ・Ｍ

晴天に恵まれ新緑の中、長尾為景之塚～増山城跡へハイキン
グ。私は初めてでした。三島野 SC のガイドさん（林憲彦）知識
が豊富でわかりやすい説明に“すごいなぁ”と尊敬しました。
増山城は守山城、松倉城と並び越中三大山城のひとつである
こと。戦国時代、越中守護代であった神保長織が上杉謙信より
敵略され増山城に立て籠もった事、妻が命がけで戦ったこと、
そして城下町があったことなど感慨深いお話でした。増山城の
空堀や立て堀で敵兵が侵入しにくい仕組み、縄張りに当時の知
恵と戦術を垣間見る思いがしました。
山菜採りは期待はずれでしたが、あとの「天ぷらパーティ」
は最高に美味しくいただきました。
揚げたての天ぷらを乗せようと新聞紙を広げてありますが、次から次のつまみ食い。筍の味噌汁、ワ
ラビ・ゼンマイ・フキの煮物のなどの差し入れもあり豪華な山菜定食。そのうえお抹茶までいただき
感激しました。
戦乱の世に生きた人々や東北の震災に遭われた方々を思うと、このように楽しく参加できることに改
めて感謝しました。

自主企画
【メンバー】
L:堀井泰則 他２名
【日 程】

5/8

Ｋ宅前出発 5：00

ベンチ 9：23

登山口 8：10

登山口出発 8：47

第一

合戦小屋 12：25（昼食）13：05

燕山

第二ベンチ 10：00

11：45 富士見ベンチ
荘 14：40

5/9

山頂往復 6：35～6：55

山荘出発 8：30

二ベンチ 10：30（アイゼン脱着）

合戦小屋 9：10

登山口着 11：25

50～13：00
Ｋ宅前 16：30
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第

有明荘 11：

・
・

春の燕岳ははじめて。頂上での 360 度の大パノラマ、白い槍ヶ岳も見られて感激しました。
初めての本格的春山でしたが、絶好の好天に恵まれ 360 度の展望を満喫できて、いちどに「春山の
虜」になりました。
（直前の“立山雪上訓練”では、初日は強風と寒さの中での訓練でしたが、二日目は打って変わ
っての好天での訓練となり、この訓練での経験が早速生かされたことが、今回の大満足の山行と
なりました。）

・

北アルプスの春山の魅力を五感にあふれるほど感じ取った燕岳でした。

5/22

大地山

強い降雨のため中止し、

5/29 に再挑戦することになりました。
時間・行程は同じです。

夏は比較的天候が安定し、気温も上がって残雪も溶け、高山へ挑戦し、咲き乱れる高山植物を愛で、
岩稜を歩く絶好の時期と言えます。
クラブの 8 月企画は 8／20～21「八海山」があります。越後の名山で岩場あり、天望よしの魅力
的な山です。多くの会員が参加されることを期待していますが、この 8 月から 9 月上旬にもっといろ
いろなバリエーションの山行を実施できれば「山の感動」をもっと深く、豊かにできるのではないで
しょうか。
○ お盆休暇を利用して 2 泊でゆっくり又はチョット遠くの
山へ。例えば南アルプス。
○ 槍・穂高連峰へ。3,000ｍの山小屋でサンセット＆サンラ
イズを。
○ 念願の地元の名峰・剱岳に登る。
○ テント泊は山の醍醐味がより味わえるので…
○ この時期の週末の小屋は混みます。平日企画を立てたい。
○ あまりやってない“沢歩き”で涼を。
○ 気軽に楽しめる日帰り高山を。
…etc

気軽に世話人会に持ち込んでください。世話人会

の開催日に出席していただければ相談します。また、「こん
な企画をしました」と連絡いただいても結構です。

告・6/12 雑穀谷訓練について
7 月・8 月は高山や岩場のある山行企画があります。中央ア・宝剣岳＆木曽駒が岳、北ア・白馬岳＆朝
日岳、八海山への参加を予定される方は必ず参加してほしいと思っています。
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4/24(日)金山岩 2,532ｍ

乗鞍連峰の稜線
同行者 松川

前日の雨天で天候が気になったが、平湯温泉スキー場駐車場
（1,300ｍ）へ到着した 5：30 頃には十分晴れていた。6：
00 前に登山を開始するが、予定していた右手リフトの急登コ
ースはほとんど雪がなくなっていたため、左手から回りこみ山
頂をめざす。雪は適度なクラスト状態。ツボ足で問題なく順調
に高度を上げることができた。2,000ｍ付近で小休止。真っ白
な穂高連峰が美しい。2,300ｍ付近から天候が悪くなり、雪混じりの
強風の中、山頂に辿り着く。
登頂を喜び熱い珈琲で一息つく。強風で 10 分ほどで下山。シラビ
ソの樹林となって風が落ち着き一安心。気温が上がって雪がやわらか
くなってカンジキを装着。スキー場最上部に移動して、11：00 昼食。
急勾配の下りは 30 分もかからず駐車場に着いた。
平湯大滝を観光し、
「荒神の湯」で汗を流し帰路に着いた。
（松川

4/29（祝）鍬崎山 2,090ｍ

記）

天候曇・上部で一時雪

2 月の金山岩山頂（Net より）

【コースタイム】
ゴンドラ駅 6：00
大品山 12：20

大品山 7：15

1,600 地点 8：45

独標 9：00

山頂 1030～11：00

ゴンドラ駅 13：30

馬場島から神尾根より大日岳を計画だったが、剱岳青少年研修センターまえのゲートが締まっていて車で
進めず断念し、急遽鍬崎山へ向かうことにした。
らいちょうバレースキー場のゴンゴラに乗り、上部駅を出ると雪は適当にクラストしており、ツボ足で歩
く。大品山から一旦下り、これより 1,600ｍ地点までの急登をキックステップで登ると大変疲れた。1,600
ｍ地点でアイゼンを着け、休んでいると松本市からの 3 人パーティと射水市の男性と合流し、いっしょに頂
上に向かう。松本のパーティの一人は船窪小屋の管理人、同行の女性は山に 66 日間居たという（魔女？）
と言う話を聞きながら歩き、頂上に着いた。
強風と寒さで一足先に下山。ホワイトアウトになり、踏み跡も不鮮明になって不安になったが、右に谷を
見ながらしばらく行くと踏み跡がみつかり一安心。以降順調に下り、ゴンドラ駅に着いた。
クラスト（積雪の表層が硬くなった状態） ツボ足（アイゼンやカンジキを装着せず通常の登山靴のままのこと）
キックステップ（雪の急斜面の登りで爪先を雪面に蹴り込んで足場を確保する歩行）

5/4（祝）二上山周辺散策と八重桜観賞

天候晴れ

【コースタイム】
城光寺の滝 9：00～最初の二俣を左に入る 9：45～幻の滝 15ｍ10：15～二上山したの展望台 11：00～城山東
屋 11：15 から 12：00～城山北北西尾根間部 12：20～城山と摩頂山の間の沢 12：40～摩頂山下の寺 13：30
～摩頂山と大師ヶ岳の間の沢 13：50～大師ヶ岳 15：00～鉢伏山 15：40～城光寺の滝上の沢 16：00～城光寺
の滝 16：30
コンビニで食料を買い込み城光寺の滝から歩き始める。滝は右岸より高巻き道を登り沢に入る。二俣より
左に入って幻の滝（城光寺の滝より素晴らしい）で休む。滝の高巻きをして沢に戻る。途中で尾根に取り付
き万葉ラインの展望台近くに出る。城山東屋で八重桜を観賞しながら昼食にする。
山の間の沢へ。さらに下って大師ヶ岳の支尾根を薮
漕ぎをしながら頂上に着き休憩。夏道を鉢伏山に向か
う。平和の鐘の茶屋裏の尾根を下り城光寺の滝上の沢に
着きそこを下って出発点に戻った。
帰路、銭湯不動湯でゆっくり湯に浸ってから帰る。
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摩頂山・国泰寺

城山北北西尾根（送電線点検路）を下り、城山と摩頂

1

ストレッチ体操は、腱や筋肉に弾性を与え、関節の可動範囲を広げて柔軟性を増すので、あらゆるスポ
ーツのコンデショニングおよび傷害防止の準備運動として適している。また、各自の能力に合わせて行わ
れるので、日常、運動不足になりがちな主婦や高齢者などにも適した体操である。
〔小学館 日本大百科事典より〕

身体的能力低下 STOP!
いま、登山やウォーキング、ジョキング、サイクリングなどを楽しむことが広がっています。書店の棚
にはそれに関する単行本や月刊誌が並び、また、そのためのストレッチや筋力アップの解説書も多く並ん
でいます。それを読んで、見て自分でやってみてもなかなか要領がつかめないことがあると思います。
今回の企画はそんな問題を解決し、加齢に伴う身体的能力低下を補い日常生活を健康に過ごし、かつ、
登山をはじめいろいろなスポーツを楽しむための講習会です。

と き：７月 3 日(日)午後 2 時～4 時
ところ：大門総合体育館
講師 橋本 令子さん
（スイミング・ストレッチのインストラクター）

○ 参加申込は 6 月 26 日（日）まで FAX57-8180 岩井へ
○ 会員以外の方の参加も歓迎します。友人などを誘っておいでください。
但し、会員外は参加費 500 円をお願いします。
○ 動きやすい服装でおいで下さい。靴は不要です。

安曇野と山波（燕山荘まえより）
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上記の店舗に三島野スポーツクラブ会報の展示をしました
2010 年 5 月（№116）から 2011 年 5 月（№128）までの一年間に発
行した分をファイルし、店頭に置いてあります。
マンゾクスポーツでは早速手にとって読んでいる人がおられたそう
です。みなさんも店舗にお立ち寄りの節は手に取ってください。
これが新しい会員の増加につながればと願っています。

三島野スポーツクラブ運営役員
任務分担

氏

名

住

所

TEL

岩井 富雄

射水市宝町 1364-35

57-8180

副代表

黒川

射水市戸破栄町 1313-1

56-6755

副代表

背渡 健治

高岡市五福町 11-45

23-2446

会計担当

荒井 英治

射水市上野 465

56-3058

会報担当

堀井 泰則

高岡市石瀬 748-6

25-2792

代

表

衛

6 月の世話人会は
6 日(月)・20 日(月) です。ご出席をおねがいします。また、会員はどなたでも自
由に出席でき「登りたい山」などの要望を言うことができます。気軽に遊びに来てく
ださい。
尚、開会時間は７時 00 分です（これまでは 7：30 でした）
。

◇ 6 月・7 月の企画をながめて「バラエテェに富んだものになっているなぁ」と自画自賛してい
ます。地元の山、アルプス、そして訓練、講習会。“すべてに参加したい”と思ってしまいま
す。でも欲張らず、しかし意欲的に…。
◇ 「雪山開眼」小坪さんの一文に感じました。山行のバリエーションが広がると意欲も湧いてき
ますよね。賀久さんのエネルギッシュなＧＷには“真似できない”の一言です。じつはもう一
本 5／1 の「笈ヶ岳・途中撤退」があったんですが誌面の都合で割愛しました。スイマセン。
◇ 増山城ハイクは「林ガイド」と天ぷら宴会のようすが写真からよくわかります。宮本さんが書
いておられますが増山城を見直しました。

会報についてのご意見などお寄せください。山の出来事の面白い話も。
堀井まで E メールアドレス ho-748-6@p1.tcnet.ne.jp へ FAX 25-2792
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