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蝶ヶ岳より槍ヶ岳を望む

今月号の主な記事

小木

清 画

山行報告
9 月企画案内

乗鞍岳／木地屋谷 ＆ 栂海新道 ＆ 剱岳
10 月企画案内

労山北信越交流登山 ＆ 雨飾山 ＆ 天蓋

朝日岳／夢がかなった朝日岳
沢上谷／調査山行報告
八海山／八海山（地蔵岳）顛末記

登山地図のコースタイム

夏山遭難事故

９/４(日)

沢上谷を変更しました。その経緯は
「沢上谷山行報告」をお読み下さい。

前号の会報№131 で「沢上谷」の企画を紹介、案内しましたが、調査山行を実施したところ険しいとこ
ろもあり、コース変更しました。同じ双六谷水系の沢です。
林道に沿って流れる沢で、川幅いっぱいの渓が美しく滑らかに流れています。激流もなく“歩いてみた
い”とその渓を見た瞬間に思いました。
“沢の自然に触れてみる”日本の山岳風景を彩る『沢』を知り、体験することは、あなたの登山のバリ
エーションを広げることでしょう。
『木地屋渓谷』はそのための最高の条件を備えているといえます。
【集合・出発】5 時 00 分 薬勝寺 P
【歩行時間】林道 1 時間、沢 2 時間 30 分
体力度★★☆☆☆ 技術度★★☆☆☆
【装 備】渓流用靴、ヘルメット、着替え、手袋
ほか通常の無雪期装備
L：黒川 衛
参加申込は 8／31 まで 岩井へ FAX57-8180
渓流歩き入門のコースです。

同日企画です

装備は安価もので可。

９/４(日)
【集合・出発】6 時 00 分

薬勝寺 P

【行 程】 平湯アカンダナＰからバスで標高 2,700ｍ畳平へ
約 1 時間 45 分で山頂・剣ヶ峰へ。歩行時間約 3 時間
3,026ｍ

整備された登山道。標高差 300ｍ。
手軽に 3000ｍの峰に！
しかし、装備はぬかりなく。

岐阜県

参加申込は 8／31 まで 岩井へ FAX57-8180
技術度★☆☆☆☆ 体力度★☆☆☆☆
L：岩井富雄

畳平からより手軽に登れる峰

乗鞍岳

▲ 富士見岳 2,817ｍ
登り 25 分 下り 20 分
▲ 大黒岳 2,772ｍ
登り 20 分 下り 15 分
▲ 魔王岳 2,764ｍ
登り 15 分 下り 10 分
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北アルプスの大パノラマ
と最高峰・剣が峰を望む

日本百名山。手軽に登れる標高３０００ｍオーバーの名峰。

北ア・朝日岳から断崖の日本海・親不知へ。

９/12(月)～14(火)

山の豊かさを楽しむマニアックな縦走路です。
【集合・出発】薬勝寺Ｐ 5 時 00 分
【行 程】
1 日目：小川温泉からタクシー北又小屋へ
山

イブリ

朝日小屋

2 日目：朝日小屋

山頂

アヤメ平

犬ヶ

照葉ノ池から朝日岳

岳（栂海山荘）
3 日目：犬ヶ岳（栂海山荘）

白鳥山

尻高山

親不知（タクシーで小川温泉へ）
＊ 歩行時間は 1 日 8 時間以上（up/down 多し）
＊ 技術度★★☆☆☆ 体力度★★★★☆
Ｌ：小竹茂樹（コース経験あり）
【参加申込】9 月 4 日(日)まで
FAX 25-8393 TEL25-8383（小竹）
犬ヶ岳・栂海山荘

【費 用】20,000 円
※ 2 日目の昼食以降の食料は各自で準備してください。
※ 栂海山荘は無人小屋ですが毛布があります。

自主企画

９/24(土)～25(日)
長大な早月尾根から挑む

【行 程】
馬場島から早月尾根を登り、早月小屋で宿泊。
大日岳から見る早月尾根の稜線

早朝に剱岳山頂をめざします。馬場島に下山。
歩行時間：1 日目 6 時間
技術度★★★☆☆

2 日目 11 時間

三島野 SC で幾度か企画し、天候に阻まれて途

体力度★★★★☆

中撤退を余儀なくされたり、好天で剱岳山頂から

Ｌ：黒川 衛

360 度の展望をわがものにしたことも…。

【参加申込】9 月 17 日まで 岩井 FAX57-8180 へ

早月小屋前からは北方稜線（赤谷山、白ハゲ、

【費 用】12,000 円

赤ハゲ、マッチ箱ピーク、小窓尾根、本峰）も一
望することが…。
チャレンジするに値するコースです。
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1,904ｍ

中級向

戸隠神社奥社から登ります。
「50 間長屋」
「100 間長
屋」と呼ばれる岩屋、長い鎖場、そしてヤセ尾根「蟻の戸
渡り」の難所を攀じって八方睨へ。そこから左へ行けば岩

日本勤労者山岳連盟

稜の西岳だが、右へ高妻山方面に行く。戸隠山を経て一不

北信越ブロック交流登山
in 戸隠高原

動まで稜線歩き。不動滝を下ってキャンプ場へ。

この企画は 10/8～10 までの 3 日間の日程が組まれて
いますが、三島野 SC は上記の日程で参加します。
【集合・出発】7 時 00 分 薬勝寺 P
【日 程】
1 日目

薬勝寺 P

北陸・上信越自動車道

戸隠（散策・昼食）キャンプ in 交流会
2 日目

登山

戸隠山 or 荒倉山

帰路

18：00 頃帰着予定
○ 戸隠山コース（6 時間）
体力度★★☆☆☆

技術度★★★☆☆

雑穀谷訓練修了者を条件にする

1,432ｍ

○ 荒倉山コース（3 時間 30 分）
体力度★☆☆☆☆

初級向

砂鉢山を最高峰とする一連の山で、標高 1,431m。鬼

技術度★☆☆☆☆

女紅葉が住んだ岩屋があるなど、伝説の舞台にもなってい

【参加申込】9 月 20 日 岩井 FAX57-8180

ます。鬼無里方面からの登山ルートもあり、紅葉の名所と

【宿 泊】テント泊を原則としますが、バンガロー・

して知られています。

ケビン、民宿などがあります。それの利用・宿泊

尾根のアップダウンやクサリ場などバリエーション豊か

は各々で責任をもってください。

な登山道では様々な自然の景観に触れることができます
が、特に秋には、鬼女紅葉伝説に名高い紅葉を楽しめます。
鬼女紅葉ゆかりの「紅葉の岩屋」「釜壇岩」「舞台岩」な
どの奇岩があり、伝説を偲ばせます。

ブナの黄葉がみごとな季節です

天 蓋 山

大渚山＆雨飾山
1,963ｍ

岐阜県飛騨市／高山市

秋の終わりを惜しむ山歩き

1,566ｍ

雨飾山登山口のキャンプ場でテント泊。
季節の移ろいを木々の色で感じながら歩き

1 日目に大渚山に登って、鎌池でキノコ汁。

ましょう。馴染み深い山です。

2 日目に雨飾山をめざします。

山頂からはうっすらと雪化粧したした笠ヶ

1 日目または 2 日目のみの参加も受け付けた

岳、薬師岳などが望めます。

いと思います。

詳細な企画内容は次号 133 号で案内します

詳細な企画内容は次号 133 号で案内します
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7/31(日)・8/1（月）・2（火）

【メンバー】L:岩井富雄、SL:小竹伸子 他６名
【行 程】
7／31

薬勝寺 P 5：00

小川温泉元湯 5：50

イブリ山頂 11：55（昼食）
8／1

朝日小屋発 7：00

馬の背 12：40

水平道分岐 7：12

照葉ノ池 10：40（折り返す）
8／2

朝日小屋 6：35
11：50（昼食）

北又小屋発 5：50
夕日ヶ原 12：55
朝日岳山頂 8：15

朝日小屋 14：20
吹上げのコル 9：30

吹上げのコル 11：00（昼食）

夕日が原 7：00

イブリ山 8：10

小川温泉元湯 13：20（♨）

左・夕日ヶ原を行く

５合目 9：25

朝日小屋 13：30

5 合目 9：40

北又小屋

薬勝寺 P 着 15：30

・ 初めてのコースで L の役目をしましたが、皆さ
んの協力で無事下山することができよかったで

下・咲き乱れる
ニッコウキス

す。花が多く感動しました。

・

3 月以来、山らしい山に登っていなかったので
不安があったのですが、仲間に助けられて無事
行ってこられて嬉しかった。雪解けから夏まで
の時期のほとんどの花に出会えて心が満たされ
ました。

・ 初めての北又からの朝日岳。雨に降られました
が、花が咲き乱れ、ゆっくりと見られたいへん
素晴らしい山行でした。

・ “富山県人なら一度は朝日岳へ”とよく聞いて
いたので、皆さんのおかげで無事登れて本当に
良かった。

・ 雨で雪倉岳へは叶いませんでしたが、栂海新道
の入り口までのお花畑を堪能でき、これもまた
楽しい山行でした。すぐにまたチャレンジした

小屋前にて・左から 3 人目清水ゆかりさん

い朝日岳です。

朝日岳で出会った花 〔43 種 記録：林〕
イブキジャコウ・イワイチョウ・イワオオギ・イワツメク
サ・ウサギギク・オンダテ・カラマツソウ・キヌガサソウ・
キンコウカ・クルマユリ・クロトウヒレン・コイワカガミ・
ゴゼンタチバナ・コバイケソウ・シオガマ・シナノキンバ
イ・シモツケソウ・シャクナゲ・ショウジョバカマ・ショ
ウマ・ダイモンジソウ・タカネナデシコ・タカネバラ・タ
テヤマウツボグサ・タテヤマリンドウ・チングルマ・ニッ
コウキスゲ・ハクサンアサツキ・ハクサンイチゲ・ハクサ
ンコザクラ・ハクサンシャジン・ハクサンフウロ・ハクサ
ンボウフウ・ホトトギス・マツムシソウ・ミネズオウ・ミ
ヤマアズマギク・ミヤマギキョウ・ミヤマキンポウゲ・ミ
ヤマコゴメグサ・ミヤマダイコンソウ・ミヤマタンポポ・
ユキクラトウチソウ

・ 三度目の朝日岳でしたが、一番ひどい雨に遭い
ました。でも、素晴らしい花々に心が和み、雨
の辛さを忘れさせてしまう山行でした。

・ 蓮華温泉からのルートは断たれたけれど、その
おかげで朝日小屋連泊となり、ゆったりと山を
楽しむことができました。まさに花の名山を堪
能できた山旅でした。

・ とにかく楽しい山行でした。花の素晴らしいこ
と、山小屋の食事の美味しいこと。L をはじめ
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皆さんに感謝しています。

K&K

娘が感想を書いてるのを見て、「ぼけ防止にいいことだね」と励まされながら書き
ました。 「朝日岳は一度登って見られ、本当にきれい。でも、とてもつらい山だよ。」
と以前から聞いていた。テレビや新聞でも『清水ゆかりさん、朝日岳山開き』のこと
が報道されると、なおのこと思いを強くし、いつかはと思い続け今回かなうことにな
った。
岩井リーダーには、準備の段階からたくさん教えていただき無事出発。リーダーの
次に歩かせてもらい、そのつど大切な手立てを教えてもらいながら朝日岳登頂。途中、
雨にはあったものの昼食時はいつも晴れていたし、
『天空の花畑』がずっとずっと続
いていた。ニッコウキスゲ、チングルマ、カライトソウ等々（ここは、記録係の林さ
んにおまかせ）
ウグイス、サンショウウオ、らいちょう、黒部川へ通じる水の流れ、大きな池、雪渓…自然がいっぱい。
本当に最後まで皆さんといっしょに行動ができてよかったです。ありがとうございました。
今回の登山ではとにかく頭が満杯になってしまう位、たくさんの話題から色々と学んだ。山での歩き
方等登山に関することはもちろん、リーダーたる者の在り方（朝日小屋に着いた時、リーダーのリュッ
クからなんと１０ｋｇ程の大きいすいか。みんながびっくりしている中、清水ゆかりさんに渡されたか
っこよさ）、雷で故障した機材は火災保険から支払ってもらえる、東電の悪質な体質、おいしい料理の
作り方等々。７人から本当にたくさん学んだ。次回は、どの山に行くか今から楽しみに計画しています。
＜みんなちがってみんないい＞

朝日岳
三島野 SC

岩井 L

みんなをまとめ、和やかにしてくださった

小竹 SL

いつでもどこでもできるストレッチ体操の名人

・

リュックの上手な詰め方、整理の仕方、仲間への言葉がけ名人

・

おいしい料理、庭木の育て方の先生

・

山に関する専門知識、山に関する図書の紹介等話が尽きない

・

優しい、しかもおもしろいそして厳しい言葉も言える

・

タイミングよくおいしいものを次から次と出してくださる

＜Ｋ&Ｋの登山覚書メモ＞
①

リュｯクに入れるものは種類別にした物を小さなナイロン袋に入れる。次に全部を包める大のナイロ
ン袋に入れて整理する。種類別の袋は色や模様で区別してすぐ分かるようにしておく。大のナイロン
袋のおかげで大雨でも濡れずに済む。

②

濡れたときに備えて、新聞紙 1 日分、洗濯ばさみ 5 個は必ずいる。

③

女性は化粧落としナプキンがいる。小水用紙は、
（トイレットペーパー）がよい。自然に還っていく
そうです。

④

寝不足は危険なので、睡眠導入剤を準備していくと良い。夜は少しお酒を飲む方が寝付きよくなる
かも。

⑤

着替えの下着、靴下、防寒用上着、ズボンは 1 組は必ずいる。

⑥

コンビニ販売のおにぎりや餅は重宝する。

⑦

非常食には、飴・コンデンスミルク・ドライフルーツ・ココナッツチョコ等がいい。

⑧

自宅では登山の用具、衣類等は一箇所にまとめて整理する（空いているタンス等へ）

⑨

登山用語で、
「花摘み」は？

きれいな花畑だと思ってのこのこと・・・
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調査山行報告
【メンバー】L:賀久博幸 他２人
【行 程】
薬勝寺 P 6：00

鼠餅 沢上谷入谷部 着 8：30

大滝 10：00

高巻き～大滝上部ルンゼ下り 10：30 ナメ床

車デポ地着 11：00

木地屋渓谷ダム上流 11：30（調査）～12：00

12：30（昼食）13：00

薬勝寺 P 着 15：30
調査報告
沢上沢は石のゴローの所とナメ床のむずかしくない沢で、初心者向き。100
ｍ～200ｍ続くナメ床連続は“感動もの”で美しい。しかし川底の色は灰色で
いまいち明るさに欠け、谷も美しくありませんでした。光が入りにくい感じ
でした。
（黒部の赤木沢と比べるからだろうか？）沢上谷は全体的に楽でたの
しめる沢でしたが、大滝の高巻きは難所で当クラブでは「誰でも…」という
わけにいかないと思いました。
スラブ（草付き）の急な斜面を滝の高さ以上に登り、急なルンゼをロープ
に頼りながら下るハードなところです。
自分自身の確保でかなり「いっぱい」で同行の人への目配りがきつい状態でした。
L の賀久さんと相談したところ、近くに「木地屋谷」というところもあるとのことで、すぐに調査に行く
ことにしました。
あ ら き かわ

沢上谷遡行を完結して、木地屋渓谷に向かいました。木地屋ダム底から荒城川中流の調査をしました。そ
こには家族連れがバーベキューしていたり、沢に入谷していると思われる車が 7～8 台あり、けっこう人気
の谷のようでした。林道が沢に沿っていて、すこし上流まで車で見に行きました。川幅いっぱいに浅く流れ
る沢で、川底が美しく滑らかで大きな滝もなく“歩いてみたいなー”と思わせる谷でした。
だれでも沢の自然に触れてみることは、日本の美しい山岳を知る上で大切なことだと思います。山の上か
らだけでなく、川（渓流）から山の美しさを知る機会をつくりましょう。

登山地図のコースタイム
登山用地図は何種類かありますが、私たちがよく使用しているのは昭文社の「山と高原地図」です。
地形図と登山用地図の違いはいろいろありますが、一番大きいことはコースタイムが記してあること
です。歩行時間からルートや泊る小屋を決めたり、下山開始時刻の確認など、登山計画を立てる上で
大きな役割を果しています。
個人差があるので、たいへんな作業だと思いますが、
「山と高原地図」の場合、次のような基準にな
っています。
① 40～50 歳の登山経験者 ② 2～5 名のパーティー ③ 山小屋利用 ④ 夏山晴天時
利用は「目安程度に」とクギをさしているのはもっともでしょう。
（新日本出版社 発行 田代
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博 著「知って楽しい地図の話」より）

1,707ｍ
【メンバー】L:黒川 衛 他５人
【行 程】
1 日目

薬勝寺 P 8：00

魚沼サンライズ見学
2 日目
45

・

山頂駅 8：25

ロープウェー8：00

女人堂 9：40

（往路を帰る）

天地人直江兼続公伝世館、

大崎ダムキャンプ場 14：40

キャンプ場発 7：00

生息）9：15

六日町 IC 11：20

北陸道・関越道

薬師岳 10：55

山頂駅 14：20

漕池（モリアオガエル

千本檜小屋 11：10（昼食）
（五十沢温泉で♨）

地蔵岳 11：

薬勝寺 P 19：40

天候が良くない中で地蔵岳の鎖場の様子もわからず、
三度ほど判断を迷ったが、メンバーの励ましで何とか目
標を達成できた。

・

大雨注意報の中での山行でしたが、目的地の地蔵岳に
登頂できて満足です。また、6 人全員無事下山でき
てよかった。

・

八海山というお酒につられ、キザキザの山に魅せられ
て今回申し込みました。お天気は要かなめに晴れた
とでも言いましょうか、雲海も良かったです。地蔵
岳も最高でした。ありがとうございました。

・ 生涯で初めてのテント泊がとても楽しかった。
・ …ひたすら、ありがとう。雨の中、何とか登れてよか
った。

・

下山後ロープウェーから見た八海山、また行きたくな
りました。山行ありがとうございました。

義と愛の八海山
Ｔ・Ｓ
前日からの雨が遠慮もせず厚い雲が空を埋め尽くし、諦め気分で乗ったロー
プウェーが雲海を抜けると、霊峰八海山の素晴らしい山容が目に飛び込んでき
た。義も愛も金も乏しい私に感動を与えてくれました。めざす本峰は遥か雲上
にあり、気持ちも自然と昂ってきました。山頂駅のそばの八海遥拝場周辺の手
入れが行き届き、里人の先人に対する思い入れが伝わってきました。
心して登ることが「義だ」
「愛だ」と昨晩の“サミット”の談合話が宴たけ
なわのうち、女人堂が見えたとたんになんだか全員がせっかちになったよう
だ。これより先は鎖場の急登が続き、難儀きわまりないが結構面白かった。
はやる気持ちで地蔵岳登頂。ひんやりとした深山幽谷の峰に立ち、悠久の時が磨いた絶景に暫し感動。目に
映るもの耳に聞こえるもの風・土すべてが愛しく思えた。目の前に威圧する七峰へ足腰の立つうちに是非行き
たいと思った。厳かな余韻に浸っているさなかにリーダーが乱心。天地人の映像シーンになりきり、山頂を自
分のものにしていた（残念ながらあの俳優さんとは似ていませんでした）。
帰路の高速道で雲間から八海山が後に駒ケ岳と中岳を従えて、誇らしげに姿を現してくれました。やっぱり
「義と愛の山」だと感激しました。
雨の山行きでしたが、無事帰宅できたこと、一夜をともにした皆様に感謝いたします。
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八海山（地蔵岳）顛末記
Ｍ・Ｋ
20 日朝、予定どうりに出発。新潟県六日町の戦国武将・直江兼続ゆかりの展示館を見学。地元の人に聞い
たそば屋で昼食し、宿泊地の大崎ダムキャンプ場へ。着いたが管理棟ら
しきものがなく、怪しげなバンガローがダムの横にあっただけ。聞くと
その怪しげなバンガローが管理しているとのこと。テント 2 張り 2,000
円を払ってキャンプ設営の準備にかかった。テントサイトに車が横付け
でき、トイレはログハウスを利用（たいへん汚れていたが）
。
夕食はキャンプ場の大きな屋根の炊事場があって、しかもこの日はわ
れわれ意外誰もいない。設備を存分に使ってトン汁とご飯を炊き、お酒
も入っての夕の宴は盛り上がった。
9 時前にそれぞれテントに入って、快適睡眠をむさぼった。
21 日の朝食は、前夜の残りのトン汁とご飯をおにぎりにして済ませ、
一路八海山へ。ロープウェーの始発 8：00 に乗った。乗客は
われわれ以外に 2 名。視界はガスって真っ白。お先真っ暗。
7 分の空中散歩で頂上駅に着き、雨具を着て出発。女人堂ま
では視界のきかない樹林帯の平坦な道で 1.5ｈ要した。避難
小屋があり、トイレも完備しているきれいなところでした。
雨があがり、眼下に雲海に浮かぶ越後の山々が見えてたい
へん美しい。『来てよかった！』を実感。
ここで「疲れたから休ませてほしい」という声があがった。
しばらく休み、体力の回復を待って出発した。「全員で行動することを原則」と考えて対応を講じた。薬師岳
手前で 30～40ｍのクサリ場があり、全員が登るために長めの休憩をとって体調を回復した後に出発。何とか
登りきって千本檜小屋（9 合目）に着き、雨宿りを兼ねて昼食
とした。ここから地蔵岳への登りは険しく、急登である。疲
れを訴えたひとりはここで待つことにして地蔵岳を目指した。
登山道は危険な岩場のトラバースが 50ｍ程あり、ロープの設
置してない背丈ほどの岩壁を攀じ登ってクサリとロープをつ
かみ、稜線に出た。左に曲がり、やせ尾根を 30m 程いくと『大
河ドラマ・天地人』の主人公が立ったピークに到達した。そ
の時、“なんということでしょう！”さぁーっと視界が開け、
雲海と周囲の峰々の景観が広がったではありませんか。
今回の登山は天候の条件・ルート未経験・メンバーの体力などから、私のリーダーとしての判断が求められ
る場面が幾度かあった。しかしメンバーの励ましに力づけられ、ひるんだ心、弱気の気持ちが克服することで
き、頂上に立つことが出来ました。メンバー全員に“ありがとう！”と言いたい。全員が一人の為にできるこ
とをしようとし、一人が全員の為にできることをした。こんなことを学んだ八海山でした。
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奥深い山の中で身体に障害が発生すれば一人では行動でき
ず、助けを呼ぶこともできません。ちょっと足をくじいても険
しい岩稜は行けません。
左の剱岳遭難死は、新聞報道を読むかぎり三島野 SC では考
えられないことです。
「４人のうち３人が撤退するというのに１
人だけが山頂めざす」ことは言語道断。ましてやここから険し
い剱岳別山尾根の佳境に入るコースです。経験不足だけで見過
ごすことはできません。

8/25 付

登山・ハイキングをしている人、したいと思って
いる人に「三島野 SC」を紹介してください。
安全登山のし方、考え方に基づく学習・訓練・そ
して山行企画を行っているからです。

富山新聞より

三島野スポーツクラブ運営役員
任務分担

氏

名

住

TEL

所

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

9 月の世話人会は
5 日(月)・19 日(月・祝) 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。

◇ 山行報告の「ひとくち感想」は参加したみんなの“その山への想い”
“山のよろこび”が語られ、
読む者にあったかい気持ちをあたえてくれます。その「ひとくち」が少し長いものになっている
傾向を感じます。「ふたくち」「みくち」になってもいいんです。カットせず載せますから！
◇ 朝日岳の記録で林さんが「出会った花４３種」を報告されました。以前№119 で唐松岳報告で續
池さんがたいへん多くの「出会った花」を載せて下さいました。…でも、なかなか覚えられない
んです編集子には。
◇ 夏から秋へ季節は巡ります。夏山の名残を、秋山に美しい日本の山を！そんな企画がされていま
す。すべてのクラブ員がそれを楽しみ、交流し、元気に生きる力にしましょう。

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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