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春の妙高山

小木 清 画

8/16(木)～19（日） ３泊４日

黒部源流の山旅
8/26(日)

霧ケ峰高原散策
9/1(土)～３日（日） 2 泊 3 日

白馬岳～朝日岳縦走
9/15（土）～１６(日)
労山県連交流登山
9/22(日)
秋の弥陀ヶ原トレッキング

自主山行報告
テント前泊

雨 飾 山

荒井さんの

自転車 考
その 2

金剛堂山
書籍紹介

3,192ｍ

三島野 SC 夏山企画のメーンイベント！
企画・実施の詳細は７／1 発行№142 を参照してください

夏山 Big 企画

3 泊４日
山小屋泊

北アルプスの最深部に広がる高原の豊かさと、それを囲むように聳える
峰々を探訪する山旅。山に憧れるものが一度は足を踏み入れたいと思う。
【行 程】
8/16：新穂高温泉 7：00
8/17：双六小屋 6：30

わさび平

三俣蓮華岳巻き道
三俣蓮華岳

双六小屋 15：30(泊)
鷲羽岳

双六岳

水晶岳

雲の平山荘 16：30（泊）

双六小屋 16：30（泊）

雲の平

8/18：雲の平山荘 6：30
8/19：双六小屋 7：00

鏡平

新穂高温泉 15：00

【集合・出発】5 時 00 分 薬勝寺Ｐ
歩行時間
全日 8 時間～10 時間の行動時間
特に危険なところはないが体力が必要。
鷲羽岳山頂

技術度 ★★☆☆☆ 体力度★★★★☆ Ｌ：黒川 衛
【費 用】35,000 円
【参加申込】8 月 9 日まで FAX57-8180（岩井）へ
※

装備・食事計画などについては「山行計画書」と一緒に

参加者に案内します。

マツムシソウ

さわやかな高原散策
【集合・出発】5 時 00 分 薬勝寺Ｐ
歩行時間：約 4 時間
技術度 ★☆☆☆☆ 体力度 ★☆☆☆☆
【コース】
車山山頂（1,925ｍ）は 360 度の大展望。八島湿

物見岩
八島湿原

原、車山湿原、物見岩、蝶々深山など高原を周回
します。（マップは前号参照）
【参加申込】8 月 9 日まで FAX57-8180（岩井）
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9/1(土)・2（日）・3（月）
昨年は蓮華温泉への道路が通行できず、

【集合・出発】5 時 00 分 薬勝寺 P

イブリ尾根から朝日岳のみの山行となり

【行 程】

ました。

①蓮華温泉

今年こそ！白馬岳からの縦走を実現さ

白馬大池

小蓮華岳

白馬岳（泊）

歩行時間 7 時間 00 分 標高差 1,400m の登り

せたい。という熱い思いの企画です。

②白馬岳

雪倉岳

朝日岳（泊）

歩行時間 7 時間 30 分

夏の名残を感じる山旅。咲き乱れ
ていた花々は…。
吹く風に山の秋を感じるかも。

③朝日岳

花園三角点

五輪尾根

蓮華温泉

歩行時間 7 時間
技術度★★☆☆☆ 体力度★★★★☆

左：蓮華温泉
出発＆帰着し♨に

L:小坪哲彦
【費 用】22,000 円（山小屋 2 泊、交通費、その他）
【参加申込】8 月 24 日まで岩井 FAX 57-8180 へ
参考地図 1／25000 の地形図
越後平岩、白馬岳、白馬町、黒薙温泉

右：三国境の道標

そうれ だに

9/15(土)・16（日）

or
2 コースを企画。会員の希望でどちらかを選び、
交流登山を行います。いつもと違ったパーテェを組

新穂高温泉キャンプ場で幕営し、交流

むのも新鮮かも…。

会を行います。翌日、山と渓流へ。

三島野ＳＣでは木地谷渓谷のコースを計画して
います。
“初めての沢”の人が沢歩きの楽しさを

詳細は次号会報で案内します。

9/22（土・祝）

体験できるコースです。

予備日
翌日 9/23（日）

秋の色が山岳風景を染めはじめる頃です。
夏の華やぎと喧騒が過ぎ去り、落ち着いた山
のたたずまいと秋の美しさを楽しみましょう。
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【集合・出発】6 時 00 分 薬勝寺Ｐ
コースは次号の会報を参照してください
体力・技術とも★☆☆☆☆ のコースを企画予定

1,904ｍ

【メンバー】Ｌ：黒川 衛、他４名
【行 程】
1 日目：薬勝寺Ｐ 7：00
奥社参道

登山口 10：10

胸突岩 12：00

百間長屋 11：40

蟻の塔渡り 12：40

み 12：40（昼食）13：00
九頭竜山 14；15

戸隠神社奥社Ｐ 8：55
八方睨

戸隠山頂上 13：10

一不動 15：20

戸隠牧場 17：

00 （コテージで泊）
2 日目：鏡池、戸隠神社中社を経て帰路につく。

ＭＫ：昨年の 9 月に続き 2 度目の“戸隠”。やはりすばらしい山。ご神体
にふさわしいスリルと試練を与えていただき満足度 120％だっ
た。岩の長い急な鎖場でけっこう気を使い、体力も使う。そして
その後にある蟻の塔渡りのスリル。それを達成した者のみが見る
八方睨みから見下ろす
蟻の塔渡り

八方睨みからのすばらしい眺め。まことに良い山行だった。

ＹＨ：久しぶりの戸隠山。険しく、登りがいのある山だった。天候を予
測して日程を変え 1 日目に行動してよかった。まさに「機を見て
敏」だった。戸隠高原を俯瞰し、ピラミダルな高妻山の大きな山
を目前に仰ぐ展望も満点でした。

ＫＭ：奥社で安全登山を祈願し、登山開始。事前に聞いていた鎖場の連
続は緊張の連続。気の抜けない蟻の塔渡りを（Ｌ）の指示で渡り、
八方睨みでようやく一服できた。コテージでの宿泊は最高でした。

ＲＮ：一泊二日の日程で 1 日目が「快晴」、2 日目が「雨」の予報に予定
変更して 1 日目に登頂。良い判断！
長い鎖の連続、そして、蟻の塔渡り。緊張で気の抜けない山行
でした。久しぶりの登山で、不安もありましたが皆さんのお陰で
登頂できたことに感謝の一日でした。また、コテージでの晩餐も
楽しかった。

ＳＨ：年齢を重ね、体力が低下していることを実感しました。瞬発力、
反射神経も…。それなりのトレーニングをしているつもりですが、
“山は甘くない”と思いました。しかし、登頂達成感・満足感は
他では得られません。気力あるかぎり続けてみようかな…。
予定変更は良かったです。随分前に登ったことがありましたが、
大変な山だとあらためて思い知らされました。
ムシトリソウ
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【メンバー】 Ｌ/岩井富雄、他９名

【行程】
薬勝寺Ｐ 5：00

戸隠キャンプ場 7：40 出発 8：00

奥社参道前 13：20 帰路出発 14：00

ＴＩ：梅雨の時期にすれば比較的良い天気で、平日でもあり人
出も少なくゆっくりと歩けたのがよかった。

ＥＡ：静かな樹林の中を歩くのも乙なものでした。湿原で大き
な野生動物に荒らされた跡が何箇所もあり、猪の食事跡
ではないかとの意見で、とてもリアルに野生動物の存在
を実感しました。

続池さんがぽろっと漏らされた、親

戚の伯母さんに呼ばれて食べた蕎麦の味（自家栽培の蕎
麦の実を轢いて直ぐ打って茹で上げたもの）の話をもっ
と詳しく聞きたかった。

ＩＴ：延々と森林が続き、植物相が単調で最後まで変化がなかったのが少し残念。戸隠蕎麦を始めて食す。
ＳＴ：深い雑木林が続き、森林浴をたっぷり楽しみました。

テント前泊

自主企画山行報告
【メンバー】Ｌ/岩井富雄、他４名
残雪を踏む 背景は荒菅沢

１日目
薬勝寺Ｐ出発 10：10→糸魚川で買出し 11：30→キャンプ場着 12：10
テント設営終了 12：30、鎌池一周の散策出発 12：40
テント場着 15：40
夜食の準備後登山談義をはじめ、８：３０ごろ眠りに着く。
２日目
キャンプ場出発 4：45→荒菅沢 6：40（休憩 10 分）→分岐点 8：20（休
憩 10 分）→頂上着 9：00、出発 10：00→荒菅沢 12：00→キャンプ場着
13：30、テント撤収 14：00
雨飾温泉出発 14：40→薬勝寺Ｐ到着 17：00

過去 3 回行きましたが、全て雨か霧でした、今度は、良い天候に恵まれ、楽しい山行でした。
夜中午前 1 時に外え出ると満点の星空で、期待をしながら寝袋に入った。午前 4 時ごろに日帰りの登山客の車
のエンジン音で目が覚め、晴れていたので、午後になると霧が出ると予想し、行動食を摂りながら登ることにし
午前 4 時 45 分出発した。帰るころには、霧が発生してきた。早く行動したのが正解であったと思った。ホトト
ギス、カッコウが多くいるので 1 日中小鳥の歌を聴きながら登れた。高山植物のシラネアオイの花が多く咲いた。
（岩井
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記）

感想

雨 飾 山

ＡＫ

誠に単純に百名山“雨飾山”という名に心誘われ、メンバー５名（Ｌ岩井氏）で行ってきました。梅雨の時
期でしたが天候に恵まれ、標高 1,963.2ｍの雨飾山行には‘山の宝石‘がちりばめられていました。
１日目
・小谷村キャンプ場（約 1140m）でテントを張り終え、車を鎌池（1190m）駐車場に止め散策することに。
駐車場には雪の塊が高く積み上がっていた。ブナやトチの自然林の池には、モリアオガエルやアメンボが沢山
見られ「紅葉の時期は圧巻だろうね」「以前ここでバーベキューしたことがある…」など語り合い一周した。
・キャンプ場へ戻り、テントサイド駐車。利用者は私共だけでしたので休憩所で宴会をした。野菜たっぷり鍋
にエビと貝を入れ、三度の味（塩味→醤油味→みそ味）を楽しみました。美味しさこの上なし！
２日目（登山当日）
・夜中１時過ぎ「満天の星だよ！」
「これほど見事な星空はめったに見られない！」との声に起き、その煌め
きに感動。カシオペヤ座あり、北斗七星やや低い位置にあり、北極星の周りには下界では見えない沢山の星が
輝き北極星を決定できず。
・朝方、鳥のさえずりに目を覚ます。まだ暗い。リーダーか
ら「今日は天気が良いので出発を２時間早めよう。山頂に雲
が出る前に着けるから」と変更の指示あり。４時半過ぎに登
山開始。
・テント場から 100m 程下ると板敷水平道にミズバショウ群
生。ウグイスの見事な鳴き声や滝・沢の音を耳にしながらジ
グザグ登り。
『荒菅沢まで 90 分』の標識から急登になる。ブ
ナ林はやわらかい緑。荒菅沢まで 150m 下る。そこは雪渓で
雪の上に大きい石がゴロゴある。対岸まで滑らぬようリーダ
ーの靴跡から進む。雪渓を渡ると急登の連続。主稜線出合を過ぎ、
笹原道（笹平）の左下に荒菅沢を見下ろしながらゆったり歩くと雨
飾山の２つのピークが見えた。南峰に人影あり。９時に頂上南峰
1963m の標柱と三角点に到着。青空３６０度のパノラマ。南から戸
隠連山、高妻山、黒姫山、東に火打山と焼岳などが一望できる場所
ですが、山名はよくわかりませんでした。北には糸魚川市街と薄っ
すら日本海が見えました。コーヒー付の昼食をとり 10 時下山に入る。
すでに山々は雲の中。スタートを２時間早めた作戦に皆感謝！！北
峰には石仏が建っていた。雨飾山という名前の由来は雨や天を祀る
山とのことです。
両日の癒し
・鳥（ウグイス、ホトトギス、カッコウ）の声は足元や頭上から終始聞こえ山全体が鳥さんの楽園でした。ハ
シゴやロープのある急登、枕木で階段状の道も、幾つもの雪渓歩きもその音楽に励まされました。また花の種
類は多く、白いサンカヨウ、紫のキクザキイチゲ、カタクリ、好きな白根葵、黄
色のイワベンケイなど、長谷部さんからいろいろ教わりました。締めくくりは小
谷温泉‘雨飾荘‘入浴料５００円の源泉でした。
・平日なので登山者は約２０名程
度で貸切のマイペースの山行でした。
貴重な体験をさせていただき、どうもありがとうございました。
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コース変更のため、
この山は眺めただけ
おおちょうざん

あ か うさぎやま

大長山（1671ｍ）・赤兎山（1629ｍ）
【メンバー】Ｌ/堀井泰則、ＳＬ/的場邦夫、他１４名

【行 程】
強い雨のため登山口に入る林道で「撤退」し、温泉“水
芭蕉”で待機。そして大野市の朝市見学へ。雲が切れて
青空が広がってきたので、急遽登山口へ車を走らせた。
登山口着 10：00 出発 10：15
赤兎山頂上 12：05（昼食）
頂上へ戻る 13：10

小原峠 11：10
避難小屋 12：45

小原峠 13：50

登山口 14：40

ＹＨ：雨で“敗退”を覚悟したが、粘って天候の回復を待ち、赤兎山だけになってしまったが登れてよ
かった。

ＴＳ：山頂に咲くキスゲの黄色がとてもきれいでした。こんどは大長山へも行きたいです。
ＫＨ：今回こそはみんなに付いて行くぞ～と気合を入れていたのに、やっぱりダウン！もうダメ―。
ＴＫ：２回目の赤兎山。登山口は雨。大野市の朝市見学中に晴れて登山でき、良い一日になった。
ＳＨ：楽しい山行でした。雨のお陰で寄り道で買い物もできました。
あＫ：雨もあがり、赤兎山避難小屋まで行って見たニッコーキスゲ・ササユリがきれいに咲いていまし
た。楽しかったです。

ＳＭ：雨で中止だと思いましたが、初めて赤兎山に登り、赤池の湿原を見て心が癒されました。
ＴＫ：
〔雨 待機 決行〕大野で待機の時間を楽しませてくれた朝市に感謝しながら、梅雨の晴れ間の楽
しい一日でした。（決断に感謝）

ＫＯ：すばらしい山でした。ニッコーキスゲが少なかったのが残念でした。
ＫＭ：朝、登山口はひどい雨で中止とあきらめたが、大野七間朝市を見学していたら晴れてきた。大長
山には行けなかったが、赤兎山の赤池湿原まで行きニッコーキスゲの花を見て満足しました。

ＫＫ：久しぶりの山行だったので朝の雨にガックリ。でも大野市朝市見学（ここもとても良かったです
ヨ）後、だんだん晴れてきて楽しい山歩きになりました。皆さんに感謝！

ＳＦ：雨のち曇時々晴れ“待てば登山の日和あり”感謝。
ＫＳ：大野の朝市は物の値段が安く、楽しい市でした。
ＳＴ：２年ぶりの山行でしたが無事下山できました。次はスッキリ晴れていますように…。
ＴＩ：今日は雨の中よく決断されたと思います。私がＬだったら中止いていたかも。良かった。今日は、
一つ勉強しました。それは、Ｈさんがバテたときの歩きかたですが、登、下り、平坦な道でもゆっ
くり、同じペースで歩くことです。そのことでバテた人が再び体力が回復する可能性があることで
す。

ＳＹ：丸２年ぶりの山。２年前に買ったストックの初使用です。豪雨で使えないと思ったのですが、誰
の執念だったのか入山できました。ニッコーキスゲは少なかったがあまり気にはならず、久しぶり
の山は雨にたたれても満足でした。
（会員外）
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金剛堂山ハイキング （１、６５０M）
續 池

静 子

山 行 日：２０１２年７月１１日（水）
参 加 者：三島野ＳＣ（Ｌ續池 巖、静子、正力チヅ子）
天
気：晴れ
所要時間：７時間１８分
４時５５分、自宅を正力さんと共に出発。
６時５０分、栃谷登山口（７７８ M）を出発する。と
ても風が強い。登山口の河で名古屋№車の男性がヤマメ
を釣っていて「５時から釣って既に十数匹をつり上げた」
と言う。登山道入り口から５０ｍ程を草刈りしている。
大きなアイコ（ミヤマイラクサ）が生えていた。大木の
トチノキがある谷沿いの川を渡って右岸の尾根に取り付
きジグザグに登っていく。登山道の左側は杉林で右側は
ブナ林でしっかり住み分けている。昨年はブナが豊作だ
ったのかたくさんの実の殻斗が登山道に落ちている。
９時３０分、登山口から４キロ地点。左方向には利賀
スキー場や奥に剱岳が、右には雪の残った白山がよく見
える。若い男性２人組と単独行の男性に道を譲る。風は
益ます強くなる。ゴゼンタチバナやアカモノが花盛りで
群落を作っている。
１０時ジャスト、前金剛山（１，６３８ M）一等三角
点補点にタッチする。記録写真を撮り、中金剛に向かう。
ここからは風衝草原で、見晴らしがよくて気持のよい所
なのに、風が強く吹き抜ける。足を踏ん張って歩く。ツ
マトリソウの群落。草丈１０㎝位のピンクの可愛い花が
数Ｍの間に群れて咲いている。初めて見る花で名前がわ
からない（後で図鑑を見て「サワラン」とわかった ）。
モウセンゴケも見事な群落を作っている。
１０時２０分、最高点の中金剛山（１，６５０ M）に
着く。風を避けて昼食をとる。久し振りにコーヒーをい
れる。「中金剛」標識を立木に結んで固定する。
１１時０５分、往路を引き返す。
１２時００分、４キロ地点通過、
１２時４０分、１，３３６ M 地点。
１４時０８分、無事登山口にもどる。登山道は全コー
スとも整備されていて歩きやすかった。初めての花にも
巡り合えたし、楽しい一日でした。
１６時帰宅。岩井さんに下山連絡をメールする。
花に出合ったのは、ウラジロヨウラク、トチバニンジン、
ハナヒリキ、ヤマブキショウマ、ヤマアジサイ、クガイ
ソウ、オオバギボシ、ニガナ、ノギラン、ツマトリソウ、
イワイチョウ、ツルアリドウシ、マンネンゴケ。花が終わったイワガガミ、イワウチワ、ミツバオーレ
ン、ツバメオモト、バイケイソウ、ザゼンソウ、マイズルソウ。これから咲くものキンコウカ、オヤマ
リンドウなど。

稲や野菜の育ちとお天道様のおかげについていろい
ろと知りたくてしょうがないんだ。

雲さんもじー

っと眺めているといろいろ面白いことが見えてくる

その ２

んだよ。そうか。八っぁん

じゃその話、今度じっ

くりと聞かせてもらうよ。

（次号に続く）

ＥＡ
熊さん。久しぶりだね。おいおい、おととい会っ
たばかりじゃねえかよ。
ぁん。

しっかりしてくれよ八っ

そうだったっけ、ところで近頃、面白い

話でもないか熊さん。熊さんの地獄耳に入ってる中

梓川の清流と穂高連峰を望む「上高地」。国の特

でとっておきのやつを、世間に疎いおいらに聞かせ

別名勝・特別天然記念物にも指定されており、年間

てくれるかい。そうかい八っぁん。じゃ今聞いてき

150 万人を超える観光客や登山客が訪れる。意外な

たばっかりのやつをおめえに聞かせてやらあ。

ことに、そこには“雑草の王様”ともいうべきオオ

なんでも、お江戸の永田町の殿中では、野田下総守

バコなどが多数侵入しています。

と小沢陸奥守が年貢の掛け率を上げるかどうかで悶

オオバコは踏まれると強くなる多年草で、道端に

着があったそうな。つい今しがた、江戸屋敷から帰

広く分布します。種子はぬれると粘着物質を出して

ってきたばかりのお方に聞いた話では、なんでも、

靴などにくっつき、乾くと地面に落ちます。こうし

商いの元締めの越後屋と勘定奉行の勝ナントカてお

た特性から、人が歩く場所で分布を拡大します。

人の意向を汲んだ百万石だか仙石だかいうお人が根

登山の起点となる上高地から山岳域にかけてど

回しして、他の組との話もつけて、さてこれからっ

こまで侵入しているか調べました。

てところだそうな。へぇー、たんぼのことしか知ら
ねえおいらにゃ良くわからねえ話だけど。

● 上高地園内…河童橋・大正池などの遊歩道全

ところ

域に分布。

で、もっと近くのこのウワノ村の中で何か面白い話
はないのかい。うーん

そうだ！

● 明神～徳本峠…連続して分布

一番近いおめ

● 田代橋～焼岳登山道…焼岳小屋まで連続分

えさん自身の話を聞かせてやるよ。近頃変なうわさ

布。2150ｍ以上では確認されず。

を耳にしたんで、おめえに言っておかなきゃと思っ

● 涸沢方面の登山道…横尾谷では 1790ｍまで

てたんだ。おいらのうわさ？なんだい。熊さん聞か
せてくれよ。

大群落で連続分布。以降、散発的に確認。涸

おめえさん、近頃朝早く起きて山ん

中をうろついているっていうじゃないか。
刻限にうろつくのは熊ぐらいだぞ。

沢ヒュッテ周辺で数個体確認されたのが最

そんな

高地点。

おまけに、お

天道様とじーっと睨めっこしていたり、上を向いて

オオバコの分布は、自然

雲を追っかけたりして、皆気味悪がっているらしい

度の高い所に人が踏み込

ぞ。

んだ痕跡を示しています。

ちいせえころからのつきあいだから、おめえ

立山ではどうだろう？

の性根はよーくわかってるけどな、みなからあまり
浮き上がりすぎたら、おめえもなにかと不都合だろ

以前、弥陀ヶ原ホテル周辺で外来雑草を駆除す

うし、かあちゃんやおめえのガキにまで迷惑がかか

る団体を見かけました。

ろうってもんさ。ところでおめえ、お天道様とにら

私たちは大自然のすばらしさを享受しつつ、自

めっこして勝ったのかい。熊さんありがとうよ。そ

然に「ドロ靴」で踏み込んでいるのだろうか。

んな話おいらに聞かせてくれるのは熊さんぐらいの

この項は、信州大学研究チームの報告記事をも
とにしました。

もんだ。 じゃ熊さんにだけに言うよ。 おいら今、
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人と自然と山仕事
山小屋暮らし
とっておきの五十五話

北アルプスをはじめ、全国の山小屋のたより。

こ れ ま で三 島 野ス ポ ーツク ラ ブ で世 話 にな っ た

小屋も多くあり、小屋番の山への想い、登山客がや

すらぐ小屋づくり、安全登山のための登山道整備な

ど 、わ たし たち が何 気なく 利用 して いる 山小 屋を

「裏から表から」みることができる冊子です。

小 屋 番 にな っ た経 緯 や登山 客 と の交 流 など も 語

（堀井）

られ、「山のエキス」を体内に取り込んだような読

後感でした。

高岡市中央図書館（ウイングウイング２階）にあります
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８月の世話人会は 6 日(月)・20 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。

◇ 6 月から 7 月の時期は梅雨の末期で、雷と豪雨に見舞われることがしばしばありますが、三島野
の企画は“絶好調”のようでした。日程を繰り上げて青空をゲットしたり、粘って雨雲を「過去
のもの」にしたり。
“我こそは晴れ男 or 晴れ女”を自称するものの自然には勝てません。偶然で
すゾ！
◇ とはいえ、九州の集中豪雨の被害は大変でした。お見舞い申し上げます。
◇ 今、
「原発 STOP」の大きなうねりが毎週金曜日に首相官邸をとりまいています。一市民が、一青
年がネットで声掛け合い輪が広がったという。福島原発事故の惨状は、ふるさとと自然と人の暮
らしを壊しました。平和な暮らしがあってこそ登山を楽しむことができます。
◇ さあー、夏山本番です。その醍醐味と美しさをいっしょに味わいましょう！
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
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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