
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
   

 

 

 

会 報 
 

日本勤労者山岳連盟（富山県連盟） 
新日本スポーツ連盟 

 

 

  

№ 141 
2012 年 6 月 1 日 
代表 岩井 富雄 
射水市宝町 1364-35 
TEL・FAX 57-8180 

 

南フランスにて  小木 清 画 

 

感想 大地山登山〈荒井英治〉 

登山時報「六甲山‥‥‥事故は‥」を読んで〈續池 巌〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

5/5 筍掘り＆ウォーク＆山菜グルメ 

5/9 

立 山 

5/22 

大 地 山 

4/29～30 唐 松 岳 



 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
  
 

山は新緑のとき ゆたかな樹々息吹きに 

“生きるちから”がみなぎります 
 

  
 

 
上市町  1,255m 

【集合・出発】7 時 00 分 薬勝寺池 P 
【行 程】馬場島 P  登山口  中山   

東小糸谷  馬場島 P 
標高差 550ｍ  歩行時間 4 時間 30 分 
体力度★★☆☆☆ 技術度★☆☆☆☆ 
L:的場邦夫 

【参加締切】5 月 30 日まで FAX 57-8180（岩井へ） 
（ゴミ袋を用意してください） 

  

 

剱岳の展望台として、親しまれている中山。立山杉

の原生の森をぬって登ると、樹齢ウン百年
．．．．

の巨木が突

然目の前に現れ、自然の豊かさが実感できでしょう。 

山頂からは剱岳と北方稜線の岩稜、早月尾根の全景

が展望できます。 

 

全国の労山加盟のクラ

ブの1万人を超える会員が

いっせいに「清掃登山」に

取り組みます。 

誰もが憧れる槍ヶ岳・穂高連峰・剱岳などのアル

プスの岩峰。ヤセ尾根と切れ落ちた深い谷や、急

斜面の岩稜を無事クリアしなければその峰に立っ

て見る展望と達成感は望めません。 

そのための技術や心構えは訓練なしには得るこ

とはできません。ビギナーもキャリアも年に一度のこ

の機会を見逃すな！ 

今夏の企画に「戸隠山」「北岳」「黒部源流」があ

ります。その参加希望される方には必須の訓練で

す。 

 

 

毛勝三山 
北方稜線 

早月尾根 

【集合・出発】7 時 00 分 薬勝寺池 P 
【訓練内容】岩場の歩き方、急斜面のトラバース、急

な岩場の登・下降、ハシゴ・クサリ場の登・下降、他 
【参加締切】6 月 3 日まで FAX 57-8180（岩井へ） 

中
央
ア
・
宝
剣
岳
の
岩
場
を
下
る 

２
０
１
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七
月 

 
 

 

安全に山を楽しむための 

 

これまでこの企画を[雑穀谷訓練]と称してきました。「訓練」という言葉の響きは「特別な行動」を印象付けるのではないか。もっと

平易なこととして受け止めてもらい、登山のいろいろなリスクを回避するための知識を得る機会としてとらえてほしいこと。 

そして、一人でも多くの会員の参加を求めていきたいとおもいます。    （5/21 の世話人会にて） 
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  ＆   

平日と日曜日に実施します  
石川県加賀市（旧山中町）  941.9ｍ 

【集合・出発】5 時 00 分 薬勝寺池 P 
【コース】標高差 800ｍ   

歩行時間 5 時間 00 分 
体力度★★☆☆☆ 技術度★☆☆☆☆ 

【参加申込】 
○ 6/20(水)参加の方は 6 月 13 日まで 
○ 6/24(日)参加の方は 6 月 17 日まで 

 FAX 57-8180（岩井へ） 

 
自主企画の案内 
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加賀の名湯・山中温泉の奥にあり、温泉街

から見ると富士山に似ているのがその名の

由来である。 

富士写ヶ岳の人気は春のシャクナゲと秋

の紅葉の美しさであるが、今回ちょっとその

時期とずれるがブナ林の美しさや一等三角

点のある山頂からの展望を楽しみましょう。 

  

 

 

（前掛山 2,524ｍ） （2,227ｍ） 

登山口近くのキャンプ場でテント前泊 

（1,963.2ｍ） 

1 日目 薬勝寺 P 10：00   小谷村キャンプ場 13：00 
2 日目 雨飾山登山（小谷温泉コース）標高差 800ｍ 

登り 4 時間 下り 3 時間 技術度★★☆☆☆ 体力度★★★☆☆ 
参加申込：6 月 18 日まで岩井へ FAX/TEL 57-81802 
食事準備などは参加者で打ち合せます。 
（テントサイト近くまで車が入りますので毛布の持込可） 

 

 

企画者 堀井泰則 

企画者 岩井富雄 

黒斑山から浅間山 

大渚山口より雨飾山 

 
一日目  歩行時間 4 時間   篭ノ登山 登山口 10：30（篭ノ登山に登る）  高峰高原ホテル（予定） 
二日目  歩行時間８時間   （浅間山登山）車坂峠   黒斑山（外輪山・2,404ｍ）   前掛山（2,524
ｍ）峠帰路【参加申込・問合せ】6 月 6 日まで堀井へ TEL/FAX25-2792  携帯 090-1314-6394 
技術度★★☆☆☆ 体力度★★★☆☆ 
【費 用】20,000 円 



 
 

 

表山縦走コース：戸隠神社・奥社から始まるが、山頂直下の蟻

の塔渡り・剣の刃渡りなどの難所も多い。しかし、八方睨からの展

望は緊張感をいっきに取り払ってくれるだろう。 

ここから戸隠山、九頭龍山、一不動を縦走し、不動滝・滑滝を経

て、戸隠牧場に下る。 

【集合出発】6/30 6 時 00 分 薬勝寺池 P 

【参加申込】6 月 23 日まで FAX57-8180(岩井)へ 

宿泊はコテージを利用します。シュラフか毛布が必

要（貸し毛布あり） 

戸隠山縦走の歩行時間 8 時間 標高差 700ｍ 

技術度★★★☆☆  体力度★★★★☆ 

【費用】10,000 円 

 

 

 

 

平日企画 

 

戸隠キャンプ場で前泊し、ゆった

りとした日程を計画しています。 
1 日目は高原を散策します。コテ

ージで豪華料理？を囲んで交流し、

2 日目に戸隠山に登ります。 

 

【コース】 
キャンプ場  戸隠神社・奥社  鏡池  硯石 
  小鳥ヶ池  中社  越水ヶ原  キャンプ場 
歩行時間：5 時間 
技術度★☆☆☆☆ 体力度★☆☆☆☆ 
【参加申込】6 月 30 日 FAX 57-8180(岩井)へ 

 

鏡
池
と
戸
隠
連
山 

 

大長山
お お ち ょ う ざ ん

（1671ｍ）・赤
あ か

兎山
う さ ぎ や ま

（1629ｍ） 

 

この時期はブナの原生林の緑が鮮やか、赤兎平のニッコウ

キスゲの花盛り。残雪の白山をバックに初夏の山歩きを楽し

みます。 

クラブでは昨年の 11/3 に晩秋の穏やかな天気のもと赤

兎山を登りました。“こんないい山へ季節を変えて、また来

たい”という声もあり大長山を加えて企画しました。 

【集合・出発】5 時 00 分薬勝寺池 P 
【コース】 
登山口  小原峠  刈安山  大長山 
小原峠  赤兎山  小原峠  登山口 
技術度★★☆☆☆ 体力度★★★★☆ 
累積標高差：1,150ｍ 
歩行時間：7 時間 30 分 

※ 赤兎山のみ★★or 大長山のみ★★★ 
の参加も可能です。 

（詳細は次号に掲載します） 
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南アルプス・日本第二の高峰 

 

三島野 SC 夏山企画のメーンイベント！ 

【コース】 
広河原   白根御池小屋(泊) 
北岳   北岳山荘（泊）   八本歯

のコル   大樺沢   広河原 
（詳細な案内は次号参照） 

3,120ｍ 

この北岳の高潔な気品は、本当に山を見ることが好きな

人だけが知っていよう。白峰三山の中でも北岳は形がすっ

きりしていて清秀な富士のおもかげがある。南の間ノ岳や

農鳥岳から見ても立派であるが、少し近すぎる。むしろ北

の駒ケ岳やアサヨ峰まで退いて望んだ時の北岳の姿は、ま

さに絶品である。屹と天を突くような鋭い頭角をあげ、颯

爽として軽薄でなく、ピラミッドでありながら俗っぽくな

い。惚れ惚れするくらい高等な美しさである。富士山の大

通俗に対して、こちらは哲人的である。 

（深田久弥 著「日本百名山」北岳の項より） 

 

 

 

世話人会で確認された自主企画については全会員にお知らせします。乞うご期待！ 

 

3 泊４日 
山小屋泊り 新穂高温泉～鏡平～双六小屋／双六小屋～三俣蓮華岳～

鷲羽岳～水晶岳～雲の平／雲の平～三俣蓮華岳～双六岳

～双六小屋／双六小屋～新穂高温泉 

 

そんな夏山へGO！ 

体調・体力は大丈夫ですか？ 
皆さんに配布した『山筋ゴーゴー体操』を読み、実践し

てください。1 ヵ月後、2 ヵ月後の自分の成長を確認して“継

続は力なり”を証明して見せましょう。 
これまで自分には無理かなあと思っていたコースを踏破

し、アルプスの峰に立とうではありませんか！  
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水晶岳（三俣蓮華より） 

その名も涼しげな高原トレッキング。最高峰は車山（1,925ｍ）

開放的な高原展望を楽しみながら、車山～奥霧ケ峰～八島湿

原～御射山～沢渡を巡ります。 

 



 

    

岩井 富雄 

アルプスの高山の魅力を満喫するには天候が必須の条件で

す。とりわけ春山では。 
この日の天候には不安があったが、予定通り実行しました。

そして、立山駅に着いてそこにあるモニターは“今の室堂平”

をライブで映し出していて、雄山の頂上が鮮明に見ることが

でき、まずまずの天候だと期待しながらケーブルに乗り込ん

だ。室堂に着いて見上げた立山連山は、雲に見え隠れする状

況。まず、一の越まで登ることにしてツボ足で出発。およそ

1 時間ほど登ったところでアイゼンを着け、一の越を目指。

したが、近づくにつれ強い風に雪が舞うようになってきた。

一の越に着いて、昨年より残雪が少なく岩肌がむき出しにな

っているのに驚いた。 
休憩後、雄山山頂を目指して登り始めたが、風雪が強くな

って振り返ると一の越山荘が吹雪で見えなくなってしまって

いる。標高 2,800ｍ近くで撤退を決めた。 
コンパスで山荘の位置を確認しつつ下山。 

 

ＫＨ：悪天候となって 360 度の銀

屏風は見られなかったが、

昨年より 10ｍほど高く登

られて満足でした。 
ＳＨ：予報は晴れだったのに、山

は大荒れとなりました。で

も、大変な運動量になった

こと。かつこんな体験がで

きてよかった。 
ＳＦ：頂上に届かず残念でしたが、

雪上訓練が生かされた山行

でした。また、平日のため

乗り物が空いており待ち時

間がなくてよかった。 

 

メンバー：（L）岩井富雄、他３名 
行 程：薬勝寺池 P 5：00  立山駅 6：20（ケーブル始発） 

7：00  美女平 始発バス 7：35  室堂 8：
20～40  アイゼン装着 9：50  一の越 10：15
（頂上に向かって登るも、2,850ｍ地点で吹雪と視界

不良で撤退）  一の越 10：35  室堂 11：40～
12：30（車中より「雪の大谷」雪壁 17ｍを見る）  美

女平 13：20～13：30 ケーブル  立山駅 13：40 
   （白樺ハイツで♨後帰路に着く） 

 

上 順調に室堂を出発 

下 強い風雪に下山する 

 

魚津しんきろうマラソンを走りました 

岩井富雄 

4/29 に行われたハーフマラソンレースに参加しまし

た。結果は男子 50 歳以上の部で、466 人中 186 位・1

時間 57 分 21 秒でした。 

10km までは 1km を 5 分以内で走り、中間地点を 55

分で通過しましたが、後半少しバテ 6 分／km となったが

目標としていた 2 時間を切ることができ、納得のレースで

した。 “自分で自分をほめたい”。 
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1,167ｍ 

朝日町 

ＫＫ：春の山行はとても満足。若いエネルギーが一杯でした。で

も、急な下りでシリセードもやあっちゃいました。 
ＳＨ：山は貸切でしたが、大変な山行でした。 
 

ＴＳ：今年初めての登山が大変登りごたえがあり、このあとの山

行きが楽に行くことができるような気がします。 
ＫＭ：本年の“初登り”でした。残雪が思った以上にあり、楽し

かった。 
ＳＴ：久しぶりの山行で疲れましたが、木々の新緑に癒されまし

た。イワウチワ、カタクリの花も見ることができ、大変満

足な一日でした。 
ＮＭ：今年初めての本格的登山で、少々疲れましたが、絶景を望

むことができ楽しませていただきました。ぜひ皆さんのお

仲間に入れていただきたいと思います。よろしくお願いい

たします。 
ＫＳ：楽しい山行でした。 
ＥＡ：天気がよくてハッピー。事前の下見の甲斐がありました。 
ＨＩ：天気良し、パートナー良し。最高の山行でした。 
ＮＨ：思いのほかきつい登山でした。事前に標高差や歩行時間を

調べておくことの必要性を痛感させられました。途中の展

望が抜群で苦労が吹っ飛びました。 
ＩＴ：1,000ｍの高度差を無事下山でき“ホッ”。 
ＴＫ：L と SL の事前調査のおかげで無事下山できました。感謝

します。 
ＹＨ：予想以上に厳しい山。新緑・残雪・青空のコントラストが

映える山。残雪の北アルプス、初雪山などの展望もすばら

しい山でした。 
ＳＦ：天気が一番、山は二番。新緑・残雪・急登…最高の山行で

した。 
ＴＩ ：L と SL さん、ありがとう。おかげさまですばらしい山に行

けました。また、久しぶりにカタクリなどに会えてうれし

かった。 

ＳＭ：初参加です。快晴に恵まれて一日いい運動でした。これから

もよろしくお願いします。 

ＴＫ：好天気＋新緑を満喫＋初体験の雪渓歩き＝満足度 100％。し

かし、想定外のハードな山で自分に対する甘さを痛感した

一日。 

ＴＫ：登山口からいきなり長い急登で、大変きつい山登りでした。

が、天候に恵まれ楽しい一日でした。 

ＴＩ：好い天気に恵まれ、新しい会員・お試し参加者もあって活気

ある山行でした。大地山に入る人が少なく、残雪多い登山

道のルートファインデングに少し苦労しましたが、無事に

 

 

 

 

【行 程】 
薬勝寺 P 5：00  登山口 6：25～6：40   
鍋倉山（796ｍ）8：50  大地山山頂 11：05 
（昼食）12：00  鍋倉山 13：40  登山口

15：25  ♨らくち～の 16：05 17：10 
薬勝寺 P 18：00 

メンバー：（L）荒井英治、（SL）岩井富雄、他１６名 

 

新緑の登山道 

残雪の登山道 

下山して「夢創塾」にて 

潅
木
多
し
頂
上
に
て 
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【参加者】１３名（会員外）会員の家族 5 人 

 

ＫＨ：のびちゃん今年もありがとう！全部・ぜ～んぶ

おいしかったです。 
ＫＭ：のびちゃんの指導のもと筍を 1 人 10 本を目標

に掘り、汗をかいて、そして食事をし、さら

にお土産を持って帰る。今日はい～一日でし

た。 

ＴＩ：よい天候に恵まれ、JR 小杉駅から街中のウォ

ークは気持ちよかった。予定より早く着き、

さっそく筍掘りとなって、大勢での作業でビ

ニール袋は次々と満杯となっていった。家族

全員が大変お世話になりありがとうござい

ました。 
ＴＫ：小杉駅より歩いて黒河の筍産地へ。採ったばか

りの新鮮な筍の料理で食事。和気あいあいの

一日でした。 
ＨＫ：初めての筍掘り体験でした。筍の周囲に太い地

下茎があり、今までは「他所からいただいて

食すのみ」でした。掘る大変さがわかりまし

た。竹林を開放し、ご自宅を貸してくださっ

たのびちゃん夫妻に感謝！ 
ＴＫ：好天に恵まれての黒河へのウォーキング・初体

験の筍掘り。心地よい汗の後は新鮮な山菜と

ビール。胃袋はもちろん心身とも至福の一日

でした。“Good Plan!！” 
ＡＫ：のびちゃん大変お世話になりました。筍掘りを

した後にいただいた「竹の子ご飯」は“シン

プル イズ ベスト”で最高のお味でした。大

家族で竹林に囲まれ、ツバメが訪れる生活っ

て豊かですね。 
ＴＫ：アラフォーならぬアラ７０は、古川大先輩の山

への熱き思いと不断のトレーニングに神経

の念を抱き、先輩を目標に“まだ老け込むわ

けにいかぬ”と盛り上がり、意気軒昂の大収

穫際でした。 

ちょっと長い感想   ＫＫ 
4 月から初めての参加だったので、皆さんに会える

のを楽しみに行きました。 

「ウォーク＆筍掘り＆山菜グルメ」コース。すがす

がしい風を受けながらさっそくウォーク。会話も弾み

ます。「筍は竹に旬と書く。春山にハマってしまう。

コンパスの使い方は…等々。」なるほど――聞いては

感心するばかり。いよいよ筍掘り。のびちゃんの指導

のもと、やってはみたけれど根っこが張っていて思う

ようにはいきません。のびちゃんの叱咤激励が飛びま

す。これがまたまたおもしろい。「1 人 10 本」とい

われたけれどなかなかでした。 

お昼になって筍を洗って天ぷらづくり。さつまい

も・ちくわ・タラノメ・ウド・餃子も…。竹の子ご飯、

ワラビの昆布締めもあって“山菜グルメ フルコース”

です。日頃なかなか食べられない新鮮な山菜は、前日

に私たちのために採ってきてくださったことを知り、

味わっていただきました。本当にやわらかく、美味し

かった。美味しい竹の子ご飯の作り方も教えてもら

い、大満足の一日でした。 

 

 

参加者の感想 

 

 

 

満
面
の
笑
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竹林で掘る人 
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久しぶりの山行リーダーを勤めて感じたことをいくつか書いてみます。 

●確かな知識を（百聞は一見に如かず。勝手な推測は事故のもと） 

この大地山山行計画は去年の５月に実施の予定が、悪天候のため次週に順延になり、その次週もまた悪天で結局中止、今日、

３度目の正直ということで最高の好天に恵まれて、快適な山登りが実現しました。 

去年の下見では、小学校の同級生と一緒にいきました。彼は余り登山経験がなく大病の後でもあったので、鍋倉山から少し奥

の 820m 地点で引き返してきました。 

地形図で見た限りではそこから先、大地山山頂までは一直線の安定した稜線の登り道だったので、これで下見はＯＫと判断し

ました。今回、４日前の５月１６日にサブリーダーの岩井さんと一緒に２度目の下見をしたのは、一度は頂上まで行っておいた

ほうが、より自信を持って案内できるだろうという軽い気持ちでした。  

ところが想像していたのとは大違い、一直線の単調な稜線の登り道と思っていた区間が、迷い道の連続で、二人で四苦八苦し

て取り付き口を探し出し、目印にと岩井さんが用意してきていた赤布を枝に結びながら登って行きました。 私は目印のことな

ど全く思いつかないくらい簡単なルートだと高を括っていたのです。持っていった２０枚ほどの布切れが下山区間の途中で足り

なくなり、あとは目印無しとなりました。（その省いた一箇所でルート判断に迷うことが今回ありました。） 

去年幸運（？）にも天気がよくて、この山行を決行していたら、惨憺たる結末が待っていたのだと判り、無知の怖さと己の運

の良さを実感。 去年の悪天候は、恥ずかしさで皆に顔を見せれなくなるほどの失態から私を救った女神であったことに一年後

に気がついた次第です。・・・慈悲深い女神も二回までは許すが３回目は容赦しないとのこと、私には残されたカードは一枚も

ありません。１枚目は金剛堂山の雪山登山で使い済み。） 

●急がば回れ（ゆっくりと早く） 

下山の時に一箇所、先頭が正規のルートを離れて残雪の続く大きな溝を下ることがありまし

た。私は駆けて行って元の正規の登山道に戻るように呼び返しました。実はこうなるだろうこ

とは頭の隅で予想していたことではありました。 

登りの時にメンバーの何人かがその残雪の溝ルートに目をつけていて『帰りはここを下れば

楽だろう。』と話していたのを後ろで聞いていたのです。 私も

同感でした。ただし、その場合は偵察を出して間違いが無いかを

確認した上でと考えていました。それなのに、私が迂闊だったの

は、問題箇所がいつ出てくるかの気配りが抜け落ちていて最後尾

にいたことです。ならば、何故、残雪の続く溝ルートを偵察して

確める方を選択しなかったのかといえば、続池巖さんのつぶやき

が聞こえたからです。・・・『下りで正規の道を外れて遭難するのは一番多いのに。登ってきた道を下るのが基本なのに。』・・・

ここでルート偵察で、もたもたしているより、基本に戻るのが一番スッキリする。 

『一抹の不安を抱えた楽チン』より、少し余分に労力を伴うとしても『絶対の安心安全』を・・・と即座に決めた。（こんなに

頭が早く廻るのは自分にしては滅多にないことでした。 これも、事前の下見をしっかりやっておいたという自信があったから

だと思います。）人を引率する時の大切なことを学んだ貴重な体験でした。 

●終わりに 

今回、新人の人が何人もいて体力の程度が不明なことなどあって、色々心配な点はありましたが、皆さん元気（？）で無事に

『疲れたけれども達成感のある登山』を味わうことが出来て良かったです。岩井さんには下見の時の赤布の持参の件を筆頭に

色々と助けてもらいました。感謝いたします。 

●追感想：ところであの残雪の溝ルートは無事に夏道の本道に戻る道だったのでしょうか。余裕があれば個人山行のときでも

確かめてみたいです。地形学でいう『二重稜線』という面白い稜線の形に良く似ていたからです。この付近は活断層の『黒菱山

断層』が通っているところで、もしかして、その断層面本体が地表に顔を覗かせている場所か、あるいはそれに関連して出来た

地形かもしれません。今度また、同級生が体力を回復した時にでも一緒にそれを確かめに行ってみてもよいかなと思います。 

感想  大地山登山                  荒井 英治 
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【メンバー】L:堀井泰則、他５名 
【行 程】 
1 日目：薬勝寺 P 6：00  八方ゴンドラ P8：22  ゴンドラ出発 8：45  八方池山荘前 9：45～10：05 

  第一ケルン 10：35  八方池 11：12（昼食）12：15  丸山ケルン 13：20  唐松岳頂上

山荘 14：23     （唐松岳頂上を往復 14：50～15：55） 
2 日目：唐松岳頂上山荘 7：15  丸山ケルン 7：50  八方池山荘 9：35―10：00（ゴンドラ・リフト） 

  八方ゴンドラ P 10：35     （十郎の湯で♨ 昼食後帰路に着く。薬勝寺 P 15：30 着） 

2,694.4ｍ 
 

 

 

 

今回の唐松岳登山は「最も春山のいいとこ取り
．．．．．．

」の山行でした。天候良し、風穏やか、視界良好。登りは後立山連

峰の稜線を視野に置き、下りはそれを背後にしての贅沢な山行でした。 

「春の締まった雪にアイゼンの爪が噛み。稜線に立つと残雪を多く残したアルプスの峰々が、まだ白い衣をまとっ

て連なっている。美しい大自然のパノラマは見飽きることがない。」こんな山の魅力にまだ触れていない会員諸氏は是

非、装備とその扱いを練習しチャレンジしてほしいと思います。 

もちろん、この季節は天候によっては「冬山」に変身することもあります。そのことも踏まえてのプランの立案・

実行・判断がリーダーに求められることは論を待ちません。      （堀井 記） 

 

左 八方尾根の雪原を 

ピークめざして 

 

下 目の前を雷鳥が… 

唐松岳 

唐松岳山頂（背景は剱岳） 
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ＴＫ：〈一句〉小屋の夜の オーケストラも 山の楽しさ  

注：疲れたからだと酒が原因の“不協和音”山小屋風景 
ＮＨ：八方池山荘からいきなりのアイゼン装着にビック

リ。左ひざ内側の靱帯の痛みをいたわりながらの

登山でした。無事下山して、湯上りの缶ビールは

格別の味でした。 
ＳＦ：今までの雪山（春山）で最高の山行でした。特に、

先の西穂独標を思い出し、感謝してます。 
ＹＨ：豊富な残雪で、絵に描いたような“陽春の北アルプ

ス”を満喫。温泉に入った後の快い疲労感が、そ

の余韻として体に残しています。 
ＫＭ：天候に恵まれ、近年にないすばらしい山行を楽しみ

ました。（L）の自主企画に感謝！ 
ＡＫ：ケンキャクの男たちの足を引っ張らずに登れまし

た。感謝です。初めての春の唐松岳は天候に恵

まれ、雪を抱く峰々のすばらしさに感動！でし

た。夏毛に変り始めの白い雷鳥とも対面し、こ

れにも感動！ 

八方尾根を登るわがパーティ 



登山時報 2012.6 月号 

「六甲山・西山谷での行方不明 死亡事故は、 

私たちに何を問いかけるか」 

を読んで 
續池  巌 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

「昨年 9 月 27 日、吹田労山（大阪）の男性会員（68 歳）が家族に『六甲山方面に行く』と告げて自

宅を出たが帰宅せず、翌日、家族より吹田労山会員に連絡があり、『単独、計画書未提出の行方不明』と

して、警察に届け出た。労山大阪府連盟は延べ 400 人近い人数動員で総力戦の体制で捜査に取り組んだ。

しかし、死亡で発見という残念な結果であったが、この力をプラスに発展させるべく、この事故が問い

かけたもの、残したものについて考える。」として、５頁にわたって詳細が書かれています。ぜひとも読

んでほしいと思います。 
1996 年 7 月、これと似た遭難事故で、私の会社の同僚（男

性）が木曽駒ケ岳で行方不明となりました。出発の前日の昼

休み時間、彼と木曽駒について話になり、計画の概略を聞き

ました（彼は労山の会員ではない）。スーパーマンのような体

力の主で、他人とペースが合わないのか、いつでも単独行で

した。計画書は自宅にありませんでした。予定日に帰宅しな

いと家族が動き出し、私も出発前に話し合った内容について

詳細を伝えました。山小屋管理人が本人の宿泊を確認したの

が最後でした。チャーターした民間ヘリや、警察・消防団に

よる一週間に及ぶ捜査でも手がかりが一切ないまま、現在に

至っています。（捜索費用は 500 万円を超え、生命保険が長期

間支払われなかった。） 
三島野 SC で、「山行計画書」が取り上げられ、計画書の作  

成に努めてきました。下山連絡先をお願いすることや、決まった書式に書いてクラブに届けるなど、実

際面倒なことです。「明日は快晴だ」となると、つい“私は絶対事故を起こさない自信がある”と計画書

なしに飛び出すことになりがちです。その場合殆んど単独行になるでしょう。このような場合に重大事

故が起こってしまったらどうするのか。『計画書がクラブに出されていない無届山行だから、クラブとし

ては知りません。警察に相談してください』と突き放して置けません。それに、計画書など具体的な入

山の証拠（または証明）の提出がない場合には、警察も山岳遭難事故としては動かず、「行方不明者」と

して処理されることも重要です。 
 1 週間前に所属クラブ・会に山行計画書が出されていないと、厳密には「新特別基金」の保障対象に

ならないルールです。私たちが「計画書」を作ってクラブに提出しないで山行に出かけるのは、「無免許」

で車を運転するような無謀なことではないかと思います。 
 六甲山の行方不明死亡事故を「他山の石」としないでクラブで話し合い、考えてみたい課題だと考え

ます。 
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この会報の記事を読みたい方は連絡下さい 岩井富雄 FAX57-8180 へ 

コピーして届けます（実費をいただきます） 



 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  

三島野スポーツクラブ運営役員 

任務分担 氏  名 住   所 TEL 
代 表 岩井 富雄 射水市宝町 1364-35 57-8180 
副代表 黒川  衛 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 

〔世話人会〕他に９名 

6 月の世話人会は 4 日(月)・18 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～8 時 30 分です。 

  

   

  
   

◇ 大地山に 19 人の大パーテェ出現！しかも、標高差、急登、残雪を克服して全員無事下山。その陰

に「事前調査」をしっかりとおこなった L と SL の努力が「ひとくち感想」から見えてきます。 
◇ 筍掘りの企画報告にも、“世話してくださった会員の労があってこそ”楽しい企画になっているこ

とが伝わってきます。サンキュー！！ 
◇ 山の「訓練」という言葉の響きは、特殊な山岳警備や高度なロッククライミングを連想します。

が、三島野 SC のそれは「安全登山」のための学習です。それで「登山教室」。夏のアルプスなど

の高山へ行くためにビギナーもベテランも一緒に学びましょう。 
◇ 夏に向かって、自主企画が出され、企画も豊かになってきました。技術・体力を★☆で表してい

ますが、詳しくは（L）か代表・副代表に問い合わせてください。 

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 
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 

書籍紹介 

 

 

 

ヨーロッパアルプスに勝るとも劣らぬ 

美しい景観を誇る日本の高山。 

それを生むのは、世界有数の多雪と複雑な地質、 

そして、多彩な高山植物という日本列島の自然条件だ。 

山を知るのに地質・地理・植物の知識は欠かせない。 

高山の多様な自然を読み解き、 
山歩きを 3 倍楽しもう。 

平凡社新書  760 円(税別) 
小泉武栄 著 
（理学博士、「山の自然学」「日本の山はなぜ美

しい」「山の自然教室」「自然を読み解く山歩き」

など山・自然に関する著書多数。 
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キタダケソウ 

北岳にしかない固有種 




