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紅葉の赤兎山

会員からの登山レポート
◇ 小坪哲彦 福地山
◇ 續池静子 赤祖父山
ロープワーク講習会報告

書籍紹介

清 画

＆
年忘れの山行は、馴染み深い二上山を落ち
葉を踏んで、初冬の山景色を味わいましょう。
【行 程】
JR 伏木駅 8：40

矢田登山口 9：00

平和の鐘 10：00

鉢伏山 10：15

ヶ岳頂上 11：30～12：00

大師

義経岩 13：30

越の庭へ 14：15 着
伏木駅から登山口までタクシーを相乗りします。
【集合・出発】
JR 伏木駅に 8 時 30 分集合。
北陸本線 小杉発 7：48
氷見線

高岡発 8：08

高岡着 8：04（乗換）
伏木着 8：20

を利用すると便利です。
マイカーで来る場合、伏木駅前に駐車することが
できます。但し、忘年会で飲酒される方は必ず代
読図の学習をしながら歩きます。

行運転を利用してください

1／25000 地形図「伏木」とコンパスを持参してく

【参加申込】

ださい。

12 月 3 日（土）までに FAX 57-8180 岩井まで

と

き

今年の最も忘れてはならない出来事は、未

二上山ハイキングの後 ♨に入ってから

原発事故の影響は子々孫々まで続く可能性

15 時 30 分より

があります。いま復旧に全力をあげることと

ところ 越中国分「越の庭」国分駅すぐ近くです
会

さて、そんな今年はあなたにとって、どん
な年でしたか？

【参加申込】
12 月 3 日（土）までに

人間と自然を大切にする社会がもとめられ
ているのではないでしょうか。

越の庭 ℡ 44-7739

費 5,500 円

曾有の 3.11 大震災と原発事故。とりわけ、

山を歩き自然に触れて、生きる力をみなぎ

FAX 57-8180

岩井まで

らせることができましたか？
三島野 SC の今年を振り返って語り、来年

宴の終了後の JR 氷見線 乗車便

の元気を！

越中国分発 18：11
高岡着

18：27

北陸線 小杉行は 18：30 発

「二上山ハイクだけ」
「忘年会だけ」の参加も大歓迎です。
2011 年の〆を一人でも多くの会員と盛り上げましょう！
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年の初めの日の出を二上山で迎えられたら…
三島野 SC 恒例の企画です。冬の雪の中を歩くこともありますが、この時
期としては珍しい好天になれば“初日の出”を、富山湾の向こうにそびえる
立山連峰の稜線から光線を放って昇るのを迎えることができます。
【集 合】元旦の朝 5 時 30 分 城光寺競技場 P に 5 時 30 分
日の出は 6 時 50 分頃です。歩行時間は 3：30～4：00
積雪があればカンジキが必要で

参加希望者は当日現地に時間厳守で集合してください。

す。昨年は 60ｃｍ積雪でした。

L：岩井富雄

深い雪を踏んで登ります。カンジキ・スノーシューがその機能を発
揮し、雪山の楽しさときびしさの一端を体感できます。
三角錐のピークに立つと、360 度の展望が…天気が良ければ大品
山、大辻山、鍬崎山、大日岳、剱岳などの展望台です。
【集合・出発】7 時 00 分 薬勝寺Ｐ
【歩行時間】約 4 時間
とんがりやま
559.4ｍ

技術★★☆☆☆ 体力★★☆☆☆

Ｌ：岩井富雄（この時期のルート経験あり）
【参加申込】1 月 8 日まで FAX 57-8180（岩井）まで
詳細は次号に記載

◇ １月 29 日（日）
〈総会〉11 時 00 分から 12 時 30 分
〈入浴タイム〉13：15 まで
〈懇親会〉13 時 30 分～

送迎バスを運行しますので
ご利用下さい。
高岡駅南口

10：00

小杉駅前

10：20

古洞の森

10：40

◇ 古洞の森
2011 年を振り返り、2012 年の方針、企画をみん
なで決めます。それにすべての会員が関わることが理想
です。皆さんの予定表に組み込んでおいてください。
そして、懇親会でそれぞれが思い描く山への想いを語
り合いましょう。
3

昨年の総会

天 蓋 山

1,527ｍ

岐阜県飛騨市／高山市
【メンバー】L・岩井富雄、SL・小坪哲彦、他１４名

【行 程】
薬勝寺 P 6：00

山之村キャンプ場登山口着 7：40 発 8：10

「急登終了」標識 9：10
55

雀平 9：35

「これより急登」の標識 8：50

天蓋山頂上 10：05～10：15

登山口着 11：

（夕顔の駅で昼食し、帰路の割石温泉で♨、薬勝寺 P に 15：20 着）

・ 何回も登っている山ですが、時折降る小雨が晩秋の雰囲気
を感じさせてくれました。

・ 白樺林がきれいでした。新緑の頃にまた登りたい。
・ 笠ヶ岳や黒部五郎岳も見えて良い山歩きでした。朝早く出
てお昼までに帰るというのもよいですね。

・ 今日は新しい登山靴、Ｗストックでの山行でした。ずーっ
と、うきうき気分で紅葉の山を楽しみました。

晩秋のブナ林を落ち葉を踏んで

・ 久々の天蓋山だった。雨もひどくならず、遠くの山並みが水墨画のようで美しかった。

・
・
・
・
・
・
・
・

たいした雨にも降られず、晩秋の落ち葉を踏みしめながらの山行は大いに楽しかった。
冬枯れの山歩きも良いもんです。
体調を崩して、山から遠ざかっていました。今年初めての山に無事に登れてよかった。
久しぶりの三島野ハイク参加でした。あいにくの雨でしたが、みんなと登って楽しかったです。
カサカサと晩秋の登山路を落ち葉を踏んで歩く天蓋山は素敵でした。
久ぶりの山行、楽しかったです。
雨も大ぶりせず、楽しく歩けました。
“60 歳代最後の登山”。雨の中とはいえ楽しい山行でした。次からは心新たに登山に挑戦したいと思
っています。

・ 6 年ぶりの山歩きで心配していましたが、登れて本当に良かった。
・ 久しぶりの天蓋山。思っていたより楽でした。小雨にけむる晩秋の風情を満喫しました。
・ 楽しみにしていた山。雨でチョット残念でした。思っていた以上にきつく、日頃のトレーニングの大
切さを痛感しました。
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Ｉ・Ｔ
約 1 年ぶりに三島野ＳＣ会山行に参加できました。この春の 5 月末、突然ひどい腰痛に見舞われて歩く
のもままならないさまとなり、今シーズンは山から完全に遠のいていました。しかし幸いなことに、薬も
飲まず、手術もしないでほぼ回復することができました。この頃は起床して雨模様でなければ薄明かりの
中、自宅から約 3.5km 離れたアッパレハウス（標高 75ｍ）まで 1 時間強の速足ウォーキングをして体力の
回復・維持に努めています。
今回の天蓋山は体力の程度に合いそうなので、ご一緒させてもらいました。この日に限って空模様は下
り坂で、小雨が降ったり止んだりのあいにくの天気でした。しかし、リーダーが山行意欲が旺盛なので、
気分が落ち込むことがありませんでした。まとまった 16 名のパーティ列は、カラフルで大いに見栄えしま
した。紅葉がいまひとつの寂しい秋山にあって、三島野 SC ばかりがひときわ映えていました。残念だった
のは 360 度の展望が知られた頂上で、雨模様のために見晴らしがいまひとつだった事です。
粘土質の登山道の下りではスリップ転倒を心配しましたが、何とか無事下山できてホッとしました。
下山後に飛び込んだ「天の夕顔・道の駅」の新ソバがいい味で、思いがけずトクした気持ちでした。
天蓋山に関連した一寸した はなし
天蓋山が舞台のひとつとなった小説「天の夕顔」で中河与一
は小説家として名を成しています。
小説には実在のモデルがいて、不二樹浩三郎といい、ほぼ伝
記小説といってよい。このモデルの半生を伝記として書きあげ
ていた中井三好という文筆家が、故あって中河与一に話したの
だという。中河与一は貰い受けた伝記をそっくり「天の夕顔」
として発表して成功した。
以上は、中井三好著「『点の夕顔』のかげで＝不二樹浩三郎
愛と一生＝」（彩流社 1995 年刊）で読んだ中身です。

あかうさぎやま
1,629ｍ
【メンバー】L・堀井泰則、SL・岩井富雄、他１１名

薬勝寺 P 5：15

登山口出発 8：15

小原峠 9：10

大舟山分岐 9：43

赤兎山頂上

避 難 小 屋 10 ： 33

11：20
21

赤兎山頂 11：43

昼食

小原峠 12：

登山口着 13：10

帰路、勝山温泉で入浴。薬勝寺 P に 17：00
赤兎平を行く

後は大長山
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小原峠をめざして明るい

ブナ林を登る

【行 程】

く

はじめての赤兎山

Ｙ・Ｈ

この山を知ったのはどうしてだったか記憶がない。山名に惹かれたのかもしれない。8 月の世話人会で 11 月企
画として提案し決まった。そして、
「岳人」の秋山増刊号に、9 月企画の「栂海新道」が小竹ファミリーの山行記録
形式で紹介されると聞いて購入した。するとこの号に「紅葉の赤兎平と白山遠望

小原峠から赤兎山」が大きなス

ペースで紹介されていた。そこには錦秋に彩られた魅力あふれる山として、山好きが心をそそられる記事と写真が
載っていた。それをこの企画を提案した者としてご満悦になって読み、
「いい山だ」という確信を持って、この日を
．．．．
迎えました。気になるのは空模様。富山県はあまり芳しくない予報だが、福井県はまあまあの予報で、自称“晴れ
男”の自信と慢心で薬勝寺 P を出発した。道中は曇り空が続いたが『晴れる！』を念じて登山口を急いだ。林道の
料金所で１人 300 円を払ってオジサンに尋ねた。自分らで車何台目か？と。
「9 台目」という。林道を高度を上げ
ながら走る途中の山全体が錦秋に彩られ、車を停めて暫し見とれる。
登山口の標高 1,150ｍ。そこは紅葉も終わりむかえて晩秋の気配。葉を落とした林立するブナの木肌と僅かに残
る色染めた葉のコントラストが美しく映えている。
おおちょうざん

小原峠は大 長 山 と赤兎山の分岐。そこで幾人かの登山者と共に休み、人気の山の賑わいの一端を感じる。空から
薄日が射し始め、“天気良し”
。ここからの登山道は低い潅木と笹を行く。徐々に高度を上げ、振り返ると葉を落と
したブナ林が広がる裾野、そこからせりあがって柔らかな三角錐を描く大きな大長山が目に飛び込んでくる。美し
い山だ。赤兎山山頂は多くの登山者で賑わっていて、記念写真を撮って早々に赤兎平に向かった。少し下ると視界
が広がり、風衝草原の笹原と赤い屋根の避難小屋がアルプスの大草原の光景と似せて広がっている。その背景にテ
ッペンを雲で隠している白山とその稜線が大きなスケールで目に飛び込んでくる。その笹原の明るい登山道は、そ
こを歩く人の隊列を浮かび上がらせていい雰囲気を醸し出していた。
小屋前で少し早い昼食タイムとして、下山した。が、すれ違い登ってくる登山者が多い。子供連れのファミリー
の登山者が目につく。
『登山口に向かって入った車は 90 台』とすれ違った人から聞いてビックリ！
（帰りに広い第二駐車場を車が埋め尽くしているのを見て「90 台」を確認、納得）
下る道すがら「いい山だったねぇ」
「今度はブナ林の新緑の時季に登りたいなぁ」
「ニッコウキスゲの咲く時季も
いいな」などと話しながら登山口に向かった。
初めて登った山の展望と季節の彩りに感動した山行でした。この山に“再びの感動”を得るために季節を変えて
登るのもいいかもしれない。★☆☆☆☆で、こんな山がまだ他にないか探し、企画し、仲間と楽しめたら最高！

・ 登山道が平易で登りやすく、大変楽しかった。当初予定よ
り 1 時間早く出発しすべてよし。

・ 子供連れが多く登っているのを見て、地元の人に愛されて
いる山だと思った。

・ 紅葉がきれいでよかった。風もさわやかでした。
・ 今年一番の紅葉でした。三角点、磁北線等の地図の勉強も
できました。ありがとうございました。

・ 素晴らしい紅葉と楽しい仲間と出会い、喜び一杯です。
・ 雨も降らず、大変気持ちよく山登りができました。
・ 山登りはやっぱり苦しいが、紅葉は素晴らしかった。
・
・
・
・

福井の天気が晴れていて良かった。体力にあった山でした。
山麓の紅葉が美しかった。花の時季に再度登りたいとおもいます。
葉を落としたブナ林の白い木肌が美しい。気軽に山登りを楽しむことができ、家族連れも多かった。
前回の天蓋山と今日の赤兎山の登山を無事終え、満足感で一杯です。70 歳の迎え、新たな気持ちでこれか
らの山行を楽しみたい。これからもよろしく。

・ いい山でした。錦秋に染まる山も見られて大満足でした。
・ 紅葉がきれいでした！でも上のほうが終わっていたのは残念でした。今度は大長山に登りたい。
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Ｔ・Ｋ

目的地：福地山（ふくじやま

1671.7ｍ

岐阜県高山市奥飛騨温泉郷福地温泉から登る）

山行日：2011 年 11 月 13 日
天候 ：晴れ 午後から曇り
山行目的：落ち葉で埋め尽くされた登山道歩きを楽しむ
コース難易度：体力度★

危険度★

累積標高差 840ｍ

行程：自宅発 6：00→国道 41 号線～471 号線経由で福地温泉・朝市横の登山者専用Ｐ8：20
→登山口 8：35→獣出没注意の標識 8：57→一番目の尾根・谷川コース分岐 9：29→
第一展望台 10：08→無然平 9：48→二番目の尾根・谷川コース分岐 9：50→
第二展望台 10：15→第三展望台 10：22→第 4 展望台 10：40→山頂着 10：50
山頂発 11：40→非難小屋 12：18→唐松林 12：29→獣出没注意の標識 12：48→
登山道入口 13：00
（山渓・新分県登山ガイドでは登り 2 時間半、下り 1 時間 45 分に対して
実績は、登り 2 時間 15 分、下り 1 時間 20 分であった。）
雑感
妻と二人、踝まで埋もれるような落ち葉のじゅうたんの中をカサコソと音を立てながら歩きたい、そん
な思いから福地山を探し出し、天気予報から 11/13（日）を決行日と決めた。
登山ガイドから多目的駐車場での駐車と思っていたが登山者専用の無料駐車場（30 台は駐車可能だが
場所は分かり難く朝市のおばさんに教えてもらう）が整備されていた。駐車車両は我々と同時に着いた
富山ナンバー1 台のみ。（下山時には 6 台となっていた）
登山口には 2011 年 7 月に設置されたという“福地
山トレッキング案内図”と描かれた大きな案内板が
設置されており、登山道の幾つもの分岐にも真新し
い標識が設置されており分かりやすい。また、登山
道は小型ブルドーザーを使って切り開いたのか道
幅は 1.5～2ｍと広くガレ場や石も無く歩き易い。
槍～穂高連峰の眺望が素晴らしいとして何箇所も
の展望台が設置されてはいるものの、お目当ての
山々は雲に覆われ、間近の焼岳も山頂は雲に覆われ
ており眺望を楽しむことは出来なかったが、摺り足
でブナやコナラ、カエデの落ち葉の感触を楽しみ、
カラマツの葉がスターダストのように降り注ぐ幻想的な雰囲気の中を歩き、降り積もった落ち葉をラッ
セルしながらの下りの感触は格別で十分に堪能できました。
“奥飛騨ガーデンホテル焼岳”での立ち寄り湯（500 円/人）は源泉かけ流しで、内湯、露天風呂（岩
風呂、桧風呂、寝湯、立ち湯、男女混浴露天風呂）があり、シャンプー＆リンンス、ボディソープ完備、
ドライヤー、綿棒使い放題で最高でした。

おわり
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赤祖父山―紅葉山行―
Ｓ・Ｔ
山行日：2011.11.13(日) 天候：曇りのち雨
参加者：三島野 SC（３名のパーテー）
所要時間：5 時間 20 分
6 時 20 分自宅を出発。Ｏさんと合流し、一路、
南砺市井口まで走る。2 年前に来たときは井口支所
から歩いたが、今日は一気に登山口まで車で行く。
登山口（445ｍ）で準備を始めると、雨がポツリ
と落ちてきた。8 時ちょうど、レインウエアーを着
てＯさんを先頭に歩き始める。杉林の暗い登山道
はすぐに急坂となりゆっくり進む。尾根に出ると
右後ろに砺波の散居村が、左の杉林の間に紅葉が
綺麗に見える。三千坊や二上山でもムラサキシキブが実をいっぱいつけていたが、ここでもモロモロに付いた
かじ

それが何本もある。「道祖道」と書かれた新しい道標が３ヵ所あり、３ヵ所とも熊が齧ったらしいキズがあっ
た。登山道に熊のフンと思われるような大きな獣の糞もあり不安になる。鈴を鳴らし、ワイワイ話しながら歩
く。登山道は下草が刈られ整備されているが急坂が続く。作業用林道（890ｍ）を横切ると、いよいよ急登と
なり、勾配が強くなる。巌さんがヤマブドウの一房を見つける。やっと主稜線の分岐に出る。右に折れて進む
と深いブナ林となり、カスがかかって幻想的な雰囲気を醸し出して
いた。この見事なブナ林は「水もち林」として里の人々に守られて
きたとのこと。自然の宝を大切にする思いが伝わってくる。前回来
たときは 20cm ほど積雪があったので、今回は山の雰囲気がまった
く違う。
10 時 02 分、扇山（1,033ｍ）に着き記念撮影。ここが最高地点だ
が展望がない。落ち葉でフカフカの道を 3 人が左右に視線を向け「キ
ノコ」を探しながら展望台をめざす。先頭を歩く桶本さんがキノコ
を見つける！レンガ色の立派な「クリタケ」
。一気に元気になり視線
はキノコモード。さらに見つけた「クリタケ」。
10 時 42 分、展望台（1,013ｍ）に着く。小高いピークで、周りの木が切り払われているがガスで展望なし、
残念！少し戻ったところで湯を沸かして昼食としたが、また雨が降ってきた。大急ぎで終える。
ブナ林の中“6 つの目”でキノコを探しながら下山。急な下りを
スリップに注意しながら慎重に下る。途中、完熟したヤマブドウ
数房採取。
13 時 30 分、RAV4 一台だけが待っている登山口に戻る。他の登
山者には 1 人も会わなかった。15 時ちょうどに自宅に着き、下山
連絡をした。

8

11/20 労山県連講習会
11/21 三島野ＳＣ講習会
労山県連の講習会
30 名余りの参加者で開催。講師に全国労山の遭難対策部の
今井雅文さんを招いて行われました。前半は講義。ロープワー
クの必要性と安全登山についてでした。「どうやって無事に帰
宅するか」を前提に計画を立て、ロープが必要な場合はコース
の再検討も必要であり、ロープを使う場合はパーティの技術レ
ベルがそれをこなせることが前提であることが強調された。
後半はロープの結び方と二階から垂らしたザイルにプルー
ジックで結んでぶら下がってみることなどを練習した。
（参加者：Ｅ・Ａ、Ｙ・Ｈ）

これまで三島野ＳＣの山行企画で、本格的にザイル・ロープを必要
とした企画はありませんでしたが、残雪や急斜面のトラバースなどで
「ロープがあればより安全に登山が楽しめるかな」と感じることもあ
りました。
今回の講習会は、世話人会の時に少し時間を割いて『急斜面のトラ
バース』を想定して、「確保の仕方」に絞って実施しました。
講

師：黒川 衛

参加者：ＴＩ、ＫＥ、ＹＨ、ＥＡ、ＴＫ、ＲＮ、ＫＫ、ＭＫ、ＡＫ

スキークラブ「レッドウイング」のメンバー

いっしょにスキーに行きませんか。雪降る富山の地に住んで、
その雪を楽しむ。そんなスポーツがスキーです。上手な人、そ
うでない人、これから始める人…すべての人を歓迎します。
すでに決まっている日程
１月 14 日

牛岳スキー場

１月２０日～22 日

北信越スキーフェステバル 志賀高原

2 月 11 日～12 日

シーサイドバレー（糸魚川市）

3 月５日～7 日

シーズンの打ち上げ 志賀高原
お問い合わせ 林 憲彦・堀井泰則まで
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六十才からはじめた

今シーズン初すべり 志賀高原

Ｔさんのパラレルターン

12 月 17 日～18 日

書籍紹介
一冊で事足りる岳人座右の書

実用 登山用語データブック

山と渓谷社 刊 1,980 円

昨今のハウツウものの中では秀逸である。15 人の執筆者が 2,600 項目を載
せている。
「山の技術、装備、用語」に限らず、山そのものの説明、登山家や登山団
体、高山植物にいたるまで網羅しており、まさに山の百科事典といえる。
昨今、ネットでの検索が横行しているが、真面目な登山者になろうとする
ならこの書を常に傍らに置き、学ぶのには最適である。
こんな素晴らしい『百科事典』を多くの登山者、特に労山の会員が購読し
て登山界全体の発展に寄与することを望みたい。
〈登山時報 2011.12 月号 №442 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

12 月の世話人会は
5 日(月)・19 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」「運営について」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。

◇ 「登山は文化」と何かに書いてありました。素晴らしい景観と四季の自然に感動し、スケッチ・写
真・記録・紀行文に表し、著す。三島野ＳＣも毎号の表紙を飾るスケッチ、最近寄せられるように
なったレポートなど「まさに文化」です。もっと豊かなものにするために、あなたも書いて（描い
て）みませんか。
◇ 「天蓋山」「赤兎山」の報告は日本ならではの季節の移ろいを感じさせてくれます。秋色に染まる
景色に“ワビ・サビ”の日本の味を感じました。
◇ 2011 年も終わります。
『わたしの 2011』と題して書き残しませんか。自分史としての記録ともな
るでしょう。それを会報にお寄せ下さい。

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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