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倶利伽羅峠の春

4 月 8 日（日）お花見ハイク
5 月 3 日（祝）

小木 清 画

4 月 22 日（日）雪上訓練

5 月 20 日(日)

立山日帰り登山

5 月 5 日（祝）
筍掘りとウォークと山菜ぐるめ

3/18

上高地

3/20 西穂独標

登頂記

【集合・出発】JR 北陸線を利用しますので、小杉駅または高岡駅に 15 分前に集合してください。
小杉駅 発 8：18

高岡駅 発 8：34

金沢駅着 9：14

必ずこの電車に乗車してください

乗車運賃は片道（小杉から 820 円・高岡から 740 円）
【歩行時間】約 5 時間
〈金沢駅

技術★☆☆☆☆ 体力★☆☆☆☆
武蔵が辻

天神橋

Ｌ：背渡健治

卯辰山

（戻る）

金沢駅〉

【参加申込】4 月 2 日まで FAX 57-8180（岩井）
○ 途中で読図学習をしますのでコンパスを持ってきてください。1／25000 の地図は準備します。
○ 昼食・嗜好品は各自で準備してください。

ひと つ だに

訓練内容
【集合・出発】7 時 00 分

5/3 の立山登山を希
望する人は参加して

【日 程】8：30 から 12：00 まで訓練

＊ 雪山の装備について

を実施。昼食後、♨ 14：30 帰着予定

＊ 雪山、雪渓の歩き方・歩行技術

【参加申込】4 月 15 日まで

＊ カンジキ・アイゼンの装着の仕方と装着しての登下降

FAX 57-8180（岩井）
L：黒川 衛

ください

＊ ピッケルの使い方
＊ 滑落防止
＊ その他

近年の三島野 SC が実施した雪山登山・雪上トレッキング
2008 年〔1/1 二上山・1/20 大品山・2/11 白馬落倉高原・3/16 金剛堂山・3/30 上高地〕
2009 年〔1/1 二上山・1/18 頼成山・2/15 洞山・3/15 金剛堂山〕
2010 年〔1/1 二上山・1/17 尖山・3/14 金剛堂山・3/22 上高地〕
2011 年〔1/1 二上山・1/23 尖山・2/20 立山山麓・3/6 城ヶ平山・5/1～2 雄山〕
また、主に北アルプスなどの高山は 5 月に八ヶ岳（赤岳）、燕岳、唐松岳、立山縦走、鹿島槍が岳などを自
主企画も含め実施してきました。
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残雪が陽春に輝く白銀の世界。室堂平を囲むようにそびえる大日連山、立山三山ま
だ厚い雪に覆われている。3,003ｍの山頂に立てば 360 度の大パノラマが展開し、ま
だ雪を抱く北アルプスが我がものとなるだろう。
【集合・出発】5 時 00 分 薬勝寺 P
【コース・歩行時間】
立山駅ケーブル 6：00（始発）

室堂着 7：30 出発 8：00

一の越 9：30

雄山山頂

11：00～11：30 （往路を下る）室堂 14：00
歩行時間 5 時間 30 分

標高差 550ｍ

体力度★★☆☆☆ 技術度★★★☆☆

L：黒川 衛
【参加申込】4 月 30 日まで FAX 57-8180（岩井）
【費 用】約 5,000 円
装

※参加希望者は 5 月 22 日の人津谷訓練に必ず参加してください

備

アイゼン、ピッケル、防寒対策（手

富士の折立

大汝山
雄山

袋・帽子・ゴーグル・フリースな
どの上着・ズボンなど）
温かい飲物（テルモス）
ほか、無雪期の通常の装備

【集合・出発】9 時 00 分 小杉駅南口
【参加申込】5 月 1 日まで FAX 57-8180（岩井）
当初 5/6(日)の予定が変更になりました

【コース】
小杉駅から竹林まで約 6km ウォーキング
【費 用】 実費
【持ってくるもの】 昼食、嗜好品、
お酒飲む人は車での参加は厳禁

1,167ｍ

朝日町

標高差 1000ｍ、登り 3：30・下り 2：30 歩行時間 6 時間。 体力度★★★☆☆
【集合・出発】5：00

L：荒井英治

（詳細は次号の会報参照）

地形図 1／25000
「小川温泉・舟見」

技術度★★☆☆☆

雪上カンジキハイ
〔メンバー〕
L：岩井富雄、(他７名)

〔行 程〕
薬勝寺池 P 6：00

釜トンネル 8：00（人と荷を

降ろし坂巻温泉へ、8：10～8：35 戻る）
釜トンネル入口出発 8：45
大正池ホテル 9：45
11：05

トンネル出口 9：10
ウェストン卿レリーフ

河童橋 11：30（昼食）12：20

大正池 H 13：35

釜トンネル貫ける 14：30

坂巻温泉着 15：00（入浴）発 16：00
上 河童橋にて

薬勝寺池

P 18：20

右 梓川左岸を
歩く

残雪の上高地

ＫＨ

残雪と静寂の上高地にハマって 3 回目？ン 4 回目？
諸般の事情で行けなかった 2 年間も、気持ちは“いつ
も上高地”の状態でした。

ＳＨ

過去はすべてピーカン（煙草のピースの缶の濃い青

雨が降りそうだったが、降らなくてよか

色の連想で快晴の意味で使われているとか）だったが、

った。景色も良かった。

ＫＨ

今年は焼岳はまったく見えず、それでも穂高連峰の吊

3 年ぶりのこの季節の上高地。憧れの地

尾根・奥穂・前穂・明神が時々恥ずかしげに顔を覗か

の光景にふれて満足。

ＫＭ

し、その都度みんなで歓声！

今回初体験で、上高地の素晴らしさを再

今年は雪も多かったのか雪崩の跡があちこちにあ

発見しました。穂高連峰も見え隠れし

り、道路まで流れてきているところが数箇所。それで

てすばらしかった。来年もまた来たい。

ＴI

も気温が高かった為に凍結箇所も殆んどなく、とても

お猿さんが一匹も見なかったは寂しか

歩きやすかった。

った。何回か来たが、今回が一番残雪

梓川左岸を進み、川辺まで下りて行き大きな岩魚の

が多い気がする。

ＹＨ

魚影を眺め、芽吹き始めたネコヤナギに春を感じ、ウ

晴天の上高地も素晴らしいが、雲間に穂

ェンストンさんにもお目にかかり、河童橋到着は計画

高が見え隠れする上高地もまたよろし

通りとか。皆さんの足を引っ張らなくて『あ～良かっ

からずや。

ＴＫ

た～～』。護岸工事中で所々通行止めだったり、音が

雪道の長い時期に来たのは初めてでし

山々にこだまして静寂とはいえなかったが、釜トンネ

たが、完歩でき自信がついた。

AK

ルは照明があって歩きやすく無事に「上高地トレッキ

雨が降らなくてよかった。いい上高地で

ング」の完成を見ることができました。
（坂巻温泉入浴

した。

ＴＫ

後に雨が降り始める天気運の好さにも助けられ、また、

雪の上高地は初めてでした。オフシーズ

パーティの思いやりもいただき今年は初の山行は二重

ンの静寂に包まれた上高地は、また格

丸！！。

別の味わいがありあらためて自然の素
晴らしさに感動した。
4

2,701ｍ

2,452ｍ

〔メンバー〕
L：堀井泰則、他４名
（丸山コース）２名
〔行 程〕
薬勝寺池 P 5：55

車中から剱岳から昇る

しょうごん

荘 厳 な日の出 6：15

新穂高温泉 7：55
西穂口 9：10～9：40

ロープウェー8：45

西穂山荘 11：00～11：20
40

西穂丸山 11：

西穂独標 12：40～12：55

西穂丸山 13：25

西穂山荘 13：40～14：15

西穂口 15：10 ロープウェー15：45～16：10
新穂高温泉発 16：20

帰着 18：15

ちょっと長めの
IT 今思えば、5 年前に登った時はほんとうによい天候に恵まれたのだとしみじみ噛み締めています。
その時は、防寒具は殆んど要らなかったし、一日中晴れていたことを写真を見て思い出していま
す。今回は雪が多く、丸山を通過した所から風が強く寒くなり、タオルやサングラスが凍り、露
出した顔が痛いほどになってタオルを巻き保護した。手袋と袖口が縁切れて露出し、指の感覚が
なくなるほど冷え、独標を目の前にして登頂を断念。この経験を生かした防寒対策をしたい。

TK 経験ある強いリーダーのおかげで、強風吹き荒れる氷点下 15℃以下と感じられる中、無事、西穂
独標に立つことができた。厳しさの中にも楽しい山行で感謝感謝です。

SF 西穂の厳しさを完膚なきまで体感。愛用の冬用手袋が“風と共に去りぬ”合掌。
（装備の点検のため
脱いだ手袋の片方が強風に飛ばされてしまった）

YH この日の午前中は真っ青な空にアルプスの峰々が連なり最高だった。昼頃から日差しがなくなり稜
線の風が強まって厳しい登山となったが、無事に成し終えてよかった。春山の厳しい一面を感じ
ることのできた今回の「西穂独標」でした。

KM 寒いことを覚悟して西穂独標に向かったけれど、山荘付近ですでに想定外の寒さで、先行きが不
安でしたがリーダーの励ましで独標まで行けました。大変満足しています。

AK
西穂独標まで行けなかったけれど、槍、穂高の峰々が見られて満足でした。
RN 朝からとてもいい天気に恵まれて、車中からの立山連峰のシルエットと日の出が美しかった。今日
は「西穂丸山」と決めていたが、西穂山荘
まででヘトヘト。「西穂丸山」は絶対無理と思っ
ていたのにリーダーの「行くぞー」に後押しさ
れ頑張ってみたものの目前でマイナス気温と強
風に負けてしまいました。防寒・強風対策の不
充分さから顔はこわばり、耳も痛くなって断念！
春山の厳しさを体験しました。
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西穂丸山から霞沢岳と上高地

西穂独標（2,701m）登頂記
堀井泰則
白銀に輝くアルプスに魅せられ、その世界に足を踏み入れるようになって 10 年余。毎年 3 月から 5 月の残
雪期に三島野 SC 企画や自主企画で友人と登ってきました。そして、そのほとんどが春の高気圧が張り出した
好天に恵まれて爽快な“陽春に輝くアルプス”を楽しんできました。
今回の「西穂独標」の 3 月 20 日は、前日の 19 日に一時的に冬型の
気圧配置になって気温も低かったが、午後から晴れてきてこれが翌 20
日の前半まで持ちそうな予報でした。
（右図）しかし、
「春うらら」と
いうわけにはいかないことが予想され、何人かの人に防寒対策をしっ
かりすることを伝え、その日を迎えました。
当日 20 日朝は、気温はやや低いがピーカンの天気に、みんなが期
待に胸ふくらませて薬勝寺池 P を出発した。高速道路の車中から立山連峰の白い稜線が見渡せ、剱岳付近の
稜線から昇る日の出がまぶしく射して、今日の山行の楽しさを予感させてくれていました。
新穂高温泉に着き準備する手がかじかむほど冷えている。ロープウェーから真っ青な空
に真っ白な笠ヶ岳から双六岳、そして西穂高の岩峰群と槍ヶ岳も望め「最高の山日和」。
新穂高温泉のホテルの中の案内表示に『西穂高口
の気温－14℃』となっていたと誰かが言っているの
を耳にし、かなりの冷え込みを覚悟しロープウェー
を降りた。西穂高口からの登山道はかなり踏み固め
られておりアイゼンを装着。歩き始めていよいよ寒
さが襲い指先が冷たくなってくる。硬くしまった雪の登山道にアイゼ
ンの爪がしっかり噛み順調に歩を進めたが、山荘直前の長い急登はア
イゼンで重くなった足の負荷できつかった。予定の 11：00 に山荘に
着いた。（出発が 10 分遅れたのをカバーするテンポで登ったが、これ
がその後の負担になったかもしれない。
）

丸山への登り

丸山までの登りの稜線でかなりの風を受けるようになり、日射しも無くなって体感
温度が一層下がる。丸山手前で女性二人が撤退し、山荘で待つことにした。飛騨側か
らの風がいよいよ強くなって、雪を巻き上げ、時折地吹雪みたいになる。10ｍ/ｓく
らいの風速だろうか。1 時間余り登った地点で防寒対策を再点検し進む。独標目前で
「寒さで進めないので待機する」一人は風を避けてそこに留まることになった。よう
やく山頂に立ったが展望を楽しむことを許さない風と寒さに記念撮影もそこそこに
下山。独標下の待機者と合流して西穂山荘に着いて“ホッ”とし、緊張を解いた。待

独標に立つ

っていた西穂丸山組と合流した。
以降、順調に下山し、西穂高口に着いて装備を解いた。
今回の「春の北アルプス・西穂独標」はまさに冬山に変貌する春山の典型であったと思います。そのことは
予測できたもののそれへの準備（装備）の弱さを思い知らされました。例えば、上着は雨具でもその下にフリ
ース、セーターなどをきちんと着込むこと（重ね着）帽子も野球帽ではなく耳を覆えるもの、手袋は軍手では
なく防寒のものとオーバー手袋などの準備を確認すべきでした。
途中から日差しが無くなったものの視界が良好であったこと、途中に山小屋があることが登山を遂行できた
要因であろうと思います。
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しました

１０名の女性会員が集まりました

10 時過ぎに小杉駅南口に集合。アルプラザで昼食・飲み物の調達をＫさんに手配してもらい「カラ
オケルーム」クワトロの一室を“占拠”して行いました。
世話人会代表の岩井さんからクラブの企画や方針を説明してもらい、みんなで「これから行きたい山」
「挑戦したい山・低山」などを昼食を食べながら出し合い、また、今まで登った山の思い出話で大いに
盛り上がりました。
また、自慢の料理のレシピを教えあったり、ケーキ屋さん顔負けの手づくりケーキを提供する会員も
あり、山以外の話も語り合い、とても和やかな「お茶会」でした。
参加者から「ぜひ、またお茶会を」の要望もあり、有意義な時を過ごしました。

こんな山に行ってみたいわ～
☆ 白木峰・奈良岳・祖父岳・カタクリ咲

会報№138 によりこの会が開催されることは知って
いたのですが、ＲＮさんからお誘いの電話をいただき出
席させていただきました。

く山
☆ 奥又白池・唐松岳～祖母谷・高清水山

10 時集合。クワトロブームの一室で各自が持ち寄っ

☆ 大日岳（日帰り）・二上山（色々）

たお菓子、お弁当などを囲み、山の本、越中の 100 名

☆ 二上山・県内の山

山などの資料をもとに、
「登りたい山」
「これまでの山行

☆ 坂田峠～尻高山～親不知

経験」を語り合いました。
その後は「介護」「山以外の趣味」など女性ならでは
の話題で楽しく盛り上がりました。
お世話してくださった野開さんに感謝！定期・不定期

用具一口メモ〔登山靴〕

でもいいんですが是非こんな機会をお願いいたします。

アッパーカフ

（ＨＫ）

ベロ
フック
シューレース
ハトメ
トウカップ
ヒールカップ

アウトソール
アイゼン用のコバ
ミッドソール
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全会員に届けます！
生涯登山をめざして

費用はクラブ会計で負担します

監修／石田良恵（女子美術大学名誉教授・保健学博士）

読んでください。
そして、やってみましょう。

日本勤労者山岳連盟女性委員会／編

遭難や事故をなくす取り組みのひとつとして、登山に必
要な体力づくりがあります。体力の維持管理に必要な筋ト
レを続けるために「山筋ゴーゴー体操」が生まれました。
この冊子は 1 日 15 分、六つの筋トレメニューで構成さ
れています。1 ヶ月で 7.5 時間ですが、身体の変化を自覚
するでしょう。

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

4 月の世話人会は 2 日(月)・16 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。

◇ 「女性会員のお茶会」今でいう「女子会」が有意義だったことが充分に伝わってきます。参加し
た方から「参加してよかった。山に足が遠退いていて意欲が弱くなっていたのが、また山に行こ
うという気持ちが湧いてきました」という声を聞きました。ぜひ、またの機会を！
◇ 山はいつも晴れではない。あたりまえのことです。それに対応した準備をしてこそ楽しめるし、
新しい感動を得ることもできます。春山はそんなところなのですね。「上高地」「西穂独標」の報
告が教えています。
◇ 魅力ある春の企画に多くの会員が参加されることを期待しています。その感想もどしどしお寄せ
下さい。また写真もお寄せ下さい。会報で紹介します。
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
三島野スポーツクラブのホームページの IRL
http://sportstoyama.namaste.jp/misimano/misimano.html です
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