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小木

清 画

日本勤労者山岳連盟

北信越ブロック交流登山
in 戸隠高原
【集合・出発】7 時 00 分 薬勝寺 P

秋の高原を体感しましょう。錦秋に
染まる山々が迎えてくれます。

【日 程】
1 日目

薬勝寺 P

北陸・上信越自動車道
1,904ｍ

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

変化に富んだ登山道を楽しみ、緊張しながら

18：00 頃帰着予定

登るコース。

○ 戸隠山コース（6 時間）
体力度★★☆☆☆

1,432ｍ

技術度★★★☆☆

雑穀谷訓練修了者を条件にする

秋は鬼女紅葉伝説に名高い紅葉が期待でき

○ 荒倉山コース（3 時間 30 分）
体力度★☆☆☆☆

ます。

技術度★☆☆☆☆

【宿 泊】テント泊を原則としますが、バンガロー・

参加締切は過ぎていますが、参加については
企画担当の荒井英治にお問い合わせ下さい。

ケビン、民宿などがあります。それの利用・宿泊

℡ 56-3058

は各々で責任をもってください。

大渚山 ＆ 雨飾山

ブナの黄葉がみごとな季節です

1,963ｍ

1,566ｍ
【集合・出発】7 時 00 分 薬勝寺 P
【日 程】
1 日目

大渚山登山口 9：30

策～15：00
2 日目

頂上 10：45～11：00

登山口 12：00

鎌池で昼食＆散

キャンプ場

雨飾山登山口 6：30

荒菅沢 8：15

笹平 9：45

頂上 10：15～10：30

登

山口 14：30 （テント場を片付けて、温泉に入り帰路につく）
【技術度】 大渚山★☆☆☆☆ 雨飾山★★☆☆☆ 【体力度】大渚山★☆☆☆☆ 雨飾山★★★☆☆
【参加申込】10 月 15 日まで 岩井 FAX57-8180 へ
前号の案内で別々の参加可能としましたが、2 日間の参加を基本とします。どちらかのみの希望はクラ
ブでは扱いません。希望者は個々で対応してください。但し届けは必要です。
大渚山登山口からの雨飾山

鎌池と大渚山
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季節の移ろいを木々の色で感じながら歩き
ましょう。馴染み深い山です。

天 蓋 山

山頂からはうっすらと雪化粧したした笠ヶ

岐阜県飛騨市／高山市

岳、薬師岳などが望めます。

1,527ｍ
【集合・出発】6 時 00 分 薬勝寺 P
【行 程】
登山口 9：00

頂上 12：00～12：30

登山口 14：30 （♨後帰路に）
技術度★☆☆☆☆

体力度★★☆☆☆

L：岩井富雄
【参加申込】10 月 23 日まで岩井 FAX57-8180
冬枯れの樹林に陽があたる登山道

あかうさぎやま

福井県大野市

1,629ｍ

／石川県白山市

秋のこの山の魅力は、眼前に望む白山の大きな眺望と、
池溏が点在する赤兎平の織成す錦繍につきる。しかも登山
口から僅かな時間で山頂に立てる。のんびりと、じっくりと自
然のご馳走を堪能しましょう。
【集合・出発】6 時 00 分 薬勝寺 P
【行 程】
登山口 9：00
秋色に染まる赤兎山

悪天候の場合の予備日として
11 月 6 日(日)を予定しています。

小原峠 9：50

赤兎避難小屋 11：00～11：30
うさぎ平 12：15

赤兎山 10：30
赤兎山 12：00

赤兎山 12：40

小原峠 13：15

登山口 14：20
技術度★☆☆☆☆

体力度★★☆☆☆

【参加申込】10 月 27 日まで岩井 FAX57-8180

急な斜面のトラバース
岩場の急な下り
ナイフリッジのやせ尾根

● 11 月 21 日（月）
午後 7 時 30 分から（1 時間程）
● 小杉ふれあいセンター
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こんなルートを安全に登り、また下っ
て目的のピークに立つ喜び、達成感を
味わう。
そのために必要な知識・技術です。ぜ
ひ参加してください。

自主企画
2,501ｍ

8/28(日)
【メンバー】
L・野開、SL・小坪哲 他８名
【行 程】
称名滝 P 6：30

登山口 6：45

大日平木道 8：15
水場 10：10

大日平山荘 8：55～9：05
大日小屋 12：00～12：10

上 12：30～12：35

大日岳頂

大日小屋 12：50～13：15

大日平山荘 15：30～45
00

牛首 8：15

牛首 16：30

登山口 18：

称名滝 P 18：15

登りたかった大日岳
Ｕ・Ｃ

・ たいへん充実した山行でした。全員で頂

昨年 7 月の企画「大日平」を雨で途中引き返しただけに、小坪さん
が自主企画された「大日岳」に“登りたい！”とすぐに申し込みまし
た。

上に立ててよかった。

・ 久しぶりの大日岳頂上、皆さんに助けら
れながら行くことができ嬉しか

でも「平」と「岳」は大違い。さっそく山行企画書が届き、コース

った。

を見ると『登り・6 時間 下り・4 時間、標高差 1,500ｍ 体力度★
★★

技術度★★★』とあり、しかも赤文字で「当日、登山途中であ

っても 13：00 時点で登頂を断念し下山します」とある。経験の浅い
私は、1 日 10 時間の登山なんて初めて。さらに標高差。大丈夫だろ
うか？
前日までの天候不順とうって変わって快晴。
野開リーダーのもと 10
名のパーティーは足どり軽く登り始めた。牛首までの急な斜面は所々

・

久しぶりに登山の醍醐味を味わいまし

た。

・ いたらぬリーダーですいません。全員無
事に登れ、無事に帰れて嬉しかっ
た。

真新しい丸太や階段・鉄ハシゴが設置補強されている。大日平に出る

・ 牛首の道が直ってはじめての大日岳で

と景色が一転して高原が広がり、そこに木道が敷かれてある。チング

した。やはり牛首はきつかった。

ルマの綿毛となりゴゼンタチバナは赤い実をつけ、ワレモコウが山の
秋の訪れを教えてくれる。休憩場所の大日平山荘には予定時間より早
く到着。ここでは小屋泊まりのパーティーと多くすれ違う。気温も高

・ 天気にも恵まれ登れましたが、下りがき
つかったです。

・ かねてから登りたかった大日岳に無事

くなり、最後の水場の沢の水が冷たくおいしい。
ここからさらに傾斜が急になる。登山道脇のベニバナイチゴの実を
ほおばってその甘酸っぱさにパワーをもらいながら、急な登りに足を
前に出す。ようやく大日小屋に着き、ザックを下ろして一息。もうひ
とふんばり、頂上をめざす。
「2,501ｍの峰、ついに登った！」。
360 度の展望は望めなかったけれど、雲の切れ間から憧れの剱岳が

登れて嬉しかった。

・ 今日の古川さんの気力・体力は素晴らし
かった。（いつもですが…）

・ 自主企画ながら 10 名の参加を得て、
（L）
とメンバーの呼吸がピッタリで

頭を見せ、奥大日岳も姿を表し感激する。
昼食をすませて下山開始。ひたすら登った山はひたすら下らなけれ

全員が 2501ｍの山頂に立てたこ

ばならない。メンバーの“ファイト！”の掛け声に何度も励まされ、

と。そして、ともに無事下山でき

難所の度にリーダーにアドバイスをもらい無事下山した。
大変だったけれど、高原あり沢ありと大きくてとてもよい山でした。
皆さんのおかげで登れた山が、また一つ増えました。うれしい。

たことが何よりでした。

・ 素晴らしい仲間と大日岳山頂に登れた
ことは夢みたいでした。下山後の

ありがとうございました。

♨も格別でした。
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Ｔ・Ｋ
ほぼ「山と高原」地図のコースタイム通りの計画とし、はじめて山行計画書の作成を担当し、
実践した。
（9／1 付け会報№132 の 7Ｐ、登山タイムのコースタイムの項では、①40～50 歳の登山経験者、
②2～5 名のパーテｨー、③山小屋利用、④夏山晴天時とある。今回の参加メンバーは 10 名で平均
年齢は 63.8 歳でした。）
今回の季節は④に当てはまり、登り 6Ｈの地図タイムにたいして実績は 5.5Ｈ。下りのそれは 4
Ｈに対して 5.5Ｈでした。①と②はどう加味すべきなんだろうか？また今回、Ｌ野開さんのペース
配分は素晴らしく、登りでは 30 分の短縮になったものの、下りでは膝の痛みを訴える人の処置を
行うひとコマはあったが（このようなケースは日常的に考慮に入れておくべきなのだから）、今後
三島野ＳＣでの山行時のコースタイムをいかに設定すべきかと考えさせられました。
．．．．
また、自主企画ながら 10 名もの参加があり、
「会企画」と「自主企画」とはどう「違いや区別」
されるものなのか、今後世話人会などで先輩諸氏のアドバイスを得たいものと考えさせられる機
会でもありました。

９/12(月)～14(火)
【メンバー】
Ｌ 小竹茂、ＳＬ 堀井 他４名
【行 程】
1 日目

薬勝寺Ｐ5：00

11：30－12：00
2 日目

犬ヶ岳(1,593m)
3 日目

夕日ヶ原 13：00

朝日小屋 5：40

山(2,267ｍ)8：30

入道山 15：30

北又小屋 6：35―7：00

5 合目 9：30

イブリ山頂

朝日小屋 14：35
吹上げのコル 7：30

朝日岳(2,418ｍ)6：45

アヤメ平 9：15

黒岩平 11：45

照葉の池 8：00

黒岩山(1,623ｍ)

長栂

サワガニ山(1,612ｍ)

栂海山荘 16：00

栂海山荘 5：40

白鳥山(1,287m)

小川♨6：00

黄蓮の水場 7：30

シキ割 12：00

菊石山(1,209m)7：55

坂田峠 13：10

尻高山(677ｍ)

下駒岳(1,241m)8：40
二本松峠 15：10

親不知栂海新道登山口 16：55
栂海新道は小野 健氏を中心とする「さわがに山岳会」の手に
よって、10 年の歳月をかけて拓かれた。
栂海新道が開設されるまでは、北アルプスの縦走路は朝日岳を
終着として蓮華温泉か小川温泉に下山した。しかし、新道が開設
されると日本アルプスの横断縦走を実現する為、飛騨山脈北延主
稜の終着点である親不知の日本海を目指して登山者が訪れるよ
うになった。
1884 年ウェンストンが白馬岳登山の際、に親不知を訪れ、当

朝日小屋に向かう我パーティ

地が日本アルプスの起点であると自らの著書で記している。
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・ 前回 8 月、照葉の池まで花いっぱい。初秋の今は草紅葉。栂海新道のブナ林の美しさ、静寂さに心身
とも癒され無事歩き通すことができました。リーダーとメンバーに感謝です。

・ （別項）
・ 晴れ男のサブ L のおかげで 3 日間とも好天に恵まれ、トップに立ち参加メンバー（平均年齢 63 歳くら
い？）の体力に合わせたペースを貫いていただき、妻ともども親不知まで完歩できたことは、自分
の山行歴に大きく刻み込まれる素晴らしい思い出になりました。
〈L〉ご夫妻の豊富な登山経験と幅
．．．
広い山の仲間のおかげで、和気藹々のムードで充実した 3 日間でした。
（栂海山荘の貴賓室―広くて
快適―新品毛布の使い放題―を無料で手配いただいたことにビックリしました。
）

・ この夏、照葉の池まで百花繚乱の中を歩いたことを思い出しながらの前半。後半は、幾つもある草原
とブナ林の景観に心奪われ、数多くのアップダウンに体力を奪われました。…よう歩いた…。

・ 何より天気に恵まれたことでロングコースを快適な足どりで踏破できました。仲間同士の支えがあっ
たからも大切な要因でした。

・ パーティのチームワークで 3 日間のロングコースを乗り越えた。
このルートは 2 度目だったが 3 度目はあるか？深い検討が必要かも…。

Ａ・Ｋ
“北アルプスから一直線に日本海を目指して歩いてみたい”と思っていました
ことが実現でき、感無量です。参加者は 6 名。好天に恵まれた素晴らしい３日
間でした。
栂海新道は朝日岳山頂から長栂山→黒岩山→沢蟹山→犬ケ岳→菊石山→下駒ヶ
岳→白鳥山→坂田峠を経て尻高山・入道山へとアルプスと海をつないだ夢のよ
うな登山道でした。
・隊列のトップはＳＲの堀井泰則氏、2 番目は朝日岳初登頂の私（皆さんから
アドバイスを受けながら）
、3 番Ａ・Ｋ嬢、4 番Ｎ・Ｏ嬢、5 番Ｔ・Ｋ氏、列後
尾は L 小竹茂樹氏である。ＳＲの終始変わらぬゆっくり歩調とＲの陽気な配慮
があったからこそ、前進あるのみの長大な縦走路を堪能しながら、全員無事帰
着することができましたこと感謝しています。このコースの登山者は年間約
100 名程度（往復者を含む）とのことです。
・登り始めてまもなくカモシカの親子に、途中お猿に、朝日岳でライチョ
ウさんにも出会いました。栂海新道では熊の糞や様々な動物の糞が沢山登
山道にあるのに驚きました。
・夕日ケ原はやはりロマンチックな所でした。大自然のパノラマの中で、
登山先輩諸氏は山並みを指差し、あれが白馬岳・火打山・妙高・薬師岳な
ど次々と言われます。登頂した山は愛着があるとのこと。花の名前も綿毛
となったチングルマのお花畑があったり、ニッコウキスゲは黒茶色の種が
できていたり等、8 月に訪れた人は、訪れる季節が少し違うと咲く花の種類
も異なっていく趣を感じておられました。しかりです。
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また標高差による植生も実感です。アヤメ平ではまだヒオウギアヤメが残っており感嘆の声。禅定松（アオ
モリトドマツ）もありました。転ばぬよう下を向いて歩いている私は、山道のバラエティな地質を楽しみま
した。また驚くほど多くのブナ林があり、別格の気分で歩けました。水場へは 3 か所行き、『北又の水』は
極上の味でした。
・数えきれない数の山を越えていく様は、まるで天空ロードウェイです。１つの山頂に辿り着いても次の山
頂が幾重にも連なっていて、螺旋状の登山道は美しく長い帯です。「この山頂から向こうの山頂に橋がかか
っていればね」と誰かが言った。皆、青空を見上げ「同感！同感！」、そして来た道を振り返り「あんな遠
くから来たね」とまたニッコリ。
・朝日岳から栂海新道は、縦走者の安全と山の豊かさを愛してほしいという願いに満ちたコースでした。登
山道の整備保全などに携わっておられる大蓮華山保勝会の方々やサワガニ山岳会の方々の熱意が心に響き
ます。ゆっくり自然と向き合え宇宙を感じた登山でした。
12 日夜「中秋の名月」を朝日小屋で見ることができました。この名月を見るたび、爽やかな風の中の山々
そして朝日小屋で働いていらっしゃる方々の温もりを思い出すことでしょう。皆さん！どうもありがとうご
ざいました。

９/４(日)
3,026ｍ
【メンバー】L/背渡 他６名
【行 程】
薬勝寺 P 6：00
とてもにぎやか）
下山開始 12：05

朴の木平バスターミナル 8：10―25
峰小屋 10：00

畳平 9：10－20（山ガールなどの登山者で

剣ヶ峰（3,026ｍ）11：10 昼食（雲海が浮かび槍ヶ岳が浮かぶ）

富士見岳（2,817ｍ）登頂 13：25

畳平着 13：30

（丹生川温泉）

薬勝寺 P に帰着 18：00

・ 山行が無事できてよかった。
・ 雲上の山々の景色が最高でした。
・ ゆったりした山行だったはずなのに、軽い高山病
になり、幼い子供も頑張って登っているのに
励まされました。とても楽しく、研修もいっ
ぱいありました。

・ 天候に恵まれ、山々を眺められて楽しい 1 日でし
た。

・ 「ここで待っとろうかな～」の言葉を使わなくて
よかった。

・ 初めての参加です。久しぶりの登山で楽しい仲間と登れてよかった。今後ともよろしく。
熊木龍 久しぶりの登山を大変楽しくまわることができました。
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乗鞍岳 感想

Ｈ・Ｋ

予定していた乗鞍岳山行は台風で中止。今度こそと思っていましたが、今回、前日の雨で“また中止か
…”と心配していましたが、一転して快晴となって行ってくることができました。
初めての乗鞍岳。畳平より 300m の標高差でしたが、私にとって大変でした。この山は子供からシニア
まで幅広い年代の人たちが登るポピュラーな深田久弥 著の「日本百名山」ですね。最高峰・剣ヶ峰は混
雑。乗鞍本宮に参拝し、写真を撮りながら下山。この日の下界は 35 度とのこと、暑さを感じない涼風に
吹かれ、山並みを楽しむことができました。
背渡 L の登山ウェアー等について教えていただき、皆一同感心しきり……。
天候に恵まれ、良きメンバーと共に登頂でき、ありがとうございました。同行したＫさん・Ｋも感謝し
ていました。

日経新聞文化欄に「標高 3,000ｍの診療所 息長く―毎夏、槍ヶ岳に
開設して 62 年目、ボランティアが切り盛り」の記事が載っていた。
東京慈恵医科大学の斉藤三郎さんの体験に基く手記です。
東京慈恵医科大学の斉藤三郎さんの体験に基く手記の抜粋です。
『毎年 7 月中旬から約１ヶ月間、槍ヶ岳山荘で山岳診療所を医師、看護師、
学生らのボランティアである。2～3 日間ずつ泊り込み、27 人の医師、33
人の看護師、16 人の学生・補助員が参加』
『医師たちは医療器具や医薬品
を背負って雪渓を登った。虫垂炎患者を食卓の上で手術したこともあった
そうだ。登山者の知識もまだ乏しい時代。暑さに耐えかね、雪を食べて腹
痛を起こす者もいたという。』
『ひと夏に 200 人ほどの受診者の約半数は低
所高山病の患者。肺水腫などの重症例も見られる。（略）十分な休息をと
らず急に高度を上げた場合に発症例が多いことがわかってきた。睡眠不
足、飲酒なども要注意だ。昨年と今年は虫刺されが多い。日焼けも急増中。』
『「胃がもたれるのでクスリがほしい」と診療所を町の薬局と勘違いする
登山者もいるが、あくまで救急医療の場。本当は閑古鳥が鳴くくらいがち
ょうどいいのだろう。これからもひっそりと山を愛する人々の生命や健康
を見守る拠点であってほしい』

北アルプスの夏山診療所
剱沢管理事務所

金沢大学医学部十全山岳会

雷鳥沢管理事務所

金沢大学医学部十全山岳会

富山県立山センター 富山県立中央病院

蝶ヶ岳ヒュッテ内

名古屋市立大学医学部

西穂山荘内

東邦大学医学部

涸沢ヒュッテ内

東京大学医学部

上高地診療所

東京医科大学

南アルプス

太郎平小屋内

日本医科大学

三俣山荘内

岡山大医学部・香川医科大学

村営白馬頂上宿舎

昭和大学医学部

白馬山荘内

昭和大学医学部

常念小屋内

信州大学医学部

槍ヶ岳山荘内

東京慈恵会医科大学

穂高岳山荘内

岐阜大学医学部

市営北岳山荘内

昭和大学医学部

白山
白山室堂センター内

金沢大学医学部

ほか、富士山に三ヶ所
上記以外の山域にその施設の設置はない。
（山と渓谷 山の便利帳より）
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な

馬並めて
いざうち行かな

いそみ

清き磯廻に

しぶたに

渋谿 の

寄する波見に

寄せる波を見に行くために。

鳴 く鳥の

馬を連ねて、さあ出かけようじゃないか。渋谿（現在の 雨

晴海岸）の清らかな磯辺に

二上山に

きっと海の向こうに立山連峰が…。

玉くしげ
声も恋しき 時は来にけり

とこなつ

常夏に

かみ

神からならし

二上山に鳴く鳥の声が恋してならない時が、とうとうや っ

てきた。

たちやま

立山に 降り置ける雪を

あ

見れども飽かず

立山に降り積もっている雪は、夏のいま見ても見飽きる こ

とがない。神の山だからにちがいない。

現在の伏木の小高い所にあった越中国府からは立山連峰 が

一望できたのであろう。鉄塔も煙突もない草原のかなたにそ

びえ、雪を抱いた姿は、今のそれより神々しく感じるであろ

う。

《登山時報 2011.10 より》
日本勤労者山岳連盟は遭対部は会議を開き、この夏山で発生した 40 件あまりの事故に着いて分析、
以下のような訴えを出しました。

高齢者（60 歳以上）の無理な計画で事故が多発しています
行動時間が長い、荷物が多い、睡眠不足が想定される事故が発生しています。
体力・年齢に見合った計画を立てましょう。
この夏山で 73 歳と 74 歳の男性会員の死亡事故が発生しました。

講習会など学習の場での安易な事故が多発しています
登山学校や夏山ハイキングセミナー、沢登り教室などで事故発生。
100％安全確保、二重三重の安全策を、会山行の延長的な指導では危険です。
講習会受講者は経験も年齢もばらばらです。いわば新人と同じと見るべきです。
その意味で講師、スタッフの責任は重大です。学習の目的を明確に！
小さい事故の先には重大事故が待ち受けています。

岩場・ゲレンデの事故多発
ヨセミテ、小川川、黒伏山南壁、谷川岳烏帽子奥壁などで滑落、墜落の事故が 10 件近く発生していま
す。なかには脳挫傷など死亡事故などにつながる例もあります。
正確なナチュラル・プロテクションの使用、適切な確保で事故を減らしましょう
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初冬の二上山を歩く ＆

ちょっと
気の早い

落ち葉を踏んで、静寂の冬枯れの里山を歩きましょう。
峰から俯瞰する富山湾と射水平野。
正面に雪を抱く立山連峰。
初冬のふるさとがそこにあります。

企画の詳細は
次号で案内します

そのあと、温泉でこの一年の汗と垢を落
として―酒を酌み交わしましょう

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

10 月の世話人会は
3 日(月)・17 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。

◇ 過日、名古屋で労山の山の会で登山を楽しんでいる友と山談義になった。盛んに羨ましがられた
のは「日帰り・北アルプス」ができること。大日岳はそんなに経費もかからず、登りごたえがあ
って、そこからは剱岳が目の前にそびえ、立山、薬師岳などの連なるパノラマが楽しめる。こん
な私達の好条件を生かした最たる山ですね。
◇ 山行の感想には、それぞれの山でそれぞれが感じた山があり、読むものの心に響くものがあるよ
うに思います。そんな気持ちが次への挑戦に繋がるのでは…。
◇ これからの企画には初めての山、馴染み深い山がラインナップされています。一人でも多くの会
員が参加され、交流する姿を次号に満載できますように。
◇ 表紙の絵を全面にしました。小木さんの絵を大きく楽しむでもらいたいと。

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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