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南フランスにて

9/15（土）～１６(日)
労山県連交流登山

交流会と交流登山 10/3（水） 平日企画

東一の越を下る

9/22(日)
秋の弥陀ヶ原トレッキング
11 月・12 月
の企画が決ま
りました

10/14（日）
三方岩岳

10/21（日）
野麦峠

荒井さんの

小木 清 画

北 岳
黒部源流
霧ケ峰

自転車 考
その 3
二上山でカモシカに遭遇

古川三郎

書籍紹介

9/1(土)・2（日）・3（月）
〔参加申込は締め切りました〕
【概 要】
9／15

9/15(土)・16（日）

13：00 薬勝寺 P 集合

15：00 奥飛騨御温泉郷上

宝オートキャンプ場 （17：00～19：00 交流会）
9／16

交流登山（どちらかを選んで参加する）

① 沢上谷

沢登り（歩行時間 ５時間）

車で沢上谷へ行きます。初級向きコースを沢登りの
ベテランがサポートしますので初心者でも安心して

そうれ だに

or

参加できます。
② 焼岳―中の湯ルート― （歩行時間 ６時間）

沢上谷のナメ滝

行動終了後、16：00 にキャンプ場に合流します。温泉入
浴後、薬勝寺 P に 18：30 帰着予定。
※ テント泊です。シュラフ（毛布持参可）
・マットなどが必
要です。
※ 沢登りコースは渓流シューズ（地下足袋と草鞋でも可）
とヘルメットが必要です。又、着衣は速乾性のものが必

焼岳山頂の展望

9/22（土・祝）

須。（詳細は参加者に計画書等で連絡します）
【参加申込】9 月 8 日まで 57-8180 FAX 岩井へ
参加費用は 4,000 円

予備日
翌日 9/23（日）

今年 7 月にラムサール条約に登録されました。ラムサール条約の正式名称は、「特に水鳥の生息
地として国際的に重要な湿地に関する条約」
。大切な自然を再確認しましょう。
立山弥陀ヶ原と大日平は、「雪田草原」の弥陀ヶ原と大日平、豊富な水量を誇る称名渓谷と称名滝からなり、面
積は 574ha。寒冷な気候と豪雪、豊富な雪解け水、強風などによってできた雪田草原が、過去の火山活動によっ
てできたなだらかな溶岩台地の上に広がっている。泥炭層のくぼ地に水がたまってできた池塘(ちとう：湿原にあ
る池)が点在し、多年草のミヤマホタルイ、エゾホソイ、ダケスゲなど貴重な高山植物が生育している。鮮黄色の
羽が特徴のミヤマモンキチョウやヒョウのような紋があるコヒョウモンなどの高山蝶も見られる。池塘は、「餓
鬼の田」と呼ばれ、立山信仰との関わりも深い。登録されれば、雪田草原が広がる湿地としては、国内で初めて。
また、標高 2,000ｍと、国内では最も標高の高いところに位置する登録地となる。

【集合・出発】5 時 30 分 薬勝寺 P
【コース】弘法平までケーブル・バス
【歩行時間】4 時間 30 分

弥陀ヶ原

天狗平

バス・ケーブルで立山駅

技術度★☆☆☆☆ 体力度★★☆☆☆

【参加申込】9 月 15 日まで 57-8180 FAX

岩井へ
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L：黒川 衛

平日企画
標高 2,450ｍの室堂はもう秋の終わりを迎える

【集合・出発】5 時 00 分 薬勝寺 P
【行 程】

頃です。草紅葉の登山道を一の越へ。そこから黒

室堂
一ノ越
東一ノ越
タンボ平
黒部平 （ロープウェー）
大観峰
（トロリーバス） 室堂

部側を下ります。立山と竜王岳の裏側は切り立っ

【歩行時間】登り：1 時間（標高差 250ｍ）
下り：3 時間 30 分（標高差 870m）

た荒々しい岩稜。そして、ナナカマドの群落が真
っ赤に染まるタンボ平とのコントラストは今回の
山行のクライマックス。
新たな山の魅力を体感しましょう。

技術度★☆☆☆☆ 体力度★★☆☆☆
【費 用】約 6,000 円
【参加申込】9 月 26 日まで岩井 FAX 57-8180 へ
東一の越から立山

東一の越からタンボ平
石川県白山市／岐阜県白川村

1,736ｍ

1,797ｍ

三方岩岳は、飛騨岩（岐阜県側）、越中岩（富山県
側）
、加賀岩（石川県側）の大岩壁に囲まれていて、
この 3 つの岩壁が山名の由来となっている

三方岩岳最大の岩壁・飛騨岩と紅葉

【集合・出発】6 時 00 分 薬勝寺 P
【歩行時間】約 3 時間
体力度・技術度とも★☆☆☆☆
L：野開律子
【参加申込】10 月 7 日まで岩井 FAX 57-8180 へ
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峠に群生する隈笹が十年に一度、麦の穂に
似た実を付けることがあり、土地の人に「野
麦」と呼ばれていたことによる。凶作の時には
この実を採って団子にし、飢えをしのいだ。

1,672.3ｍ

【コース】
野麦街道口

地蔵堂

野麦峠

ワサビ沢橋

歩行時間：3 時間 標高差：登り 490ｍ 下り 300ｍ
技術・体力度とも★☆☆☆☆

春の金沢ウォークが参加者の大変好評であり、第二弾
を企画。背渡健治（L）のガイドで“秋の金沢を巡る”

奥能登の晩秋の里山を歩きます。案内は輪島出身で能登の里山に詳しい高橋さんです。奥能登
の名所・旧跡を訪ねます。

昨年は天候がイマイチで中止しましたが、それをおして歩いた方から「よかった～」という感想
が聞かれました。この時期は山に向く足が鈍る時です。見慣れた・歩き慣れた山の初冬を“詩人”
になったつもりで歩きましょう。案内は小木清さんです。

自主企画の案内

＊

9 月 11 日(火)・12 日(水)

大白川キャンプ場で前泊

し、翌日、大倉尾根につけられた平瀬登山道を往復します。
＊ 集合・出発 9／11 13 時 30 分 薬勝寺 P
＊ 歩行時間 登り：5：40 下り：4：00

御前峰 2,702.2ｍへ
飛騨から登る

体力度★★★★☆ 技術度★★☆☆☆
L：岩井富雄
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参加申込は 9 月 2 日まで岩井へ FAX 57-8180

南ア・

北岳…そして間ノ岳
3,193ｍ

3,189ｍ

【メンバー】L／堀井泰則、SL／黒川 衛、他７名

1 日目

薬勝寺 P 5：00

芦安温泉 11：00

2 日目

白根御池小屋 6：00

小太郎尾根分岐 9：15

間ノ岳へ出発 12：45
3 日目

北岳山荘 6：00

広河原 12：30(昼食)13：00

中白根山 13：30

八本歯コル 7：15

芦安温泉で入浴 13：30 出発

北岳頂上 11：00
間ノ岳 14：30

二俣 8：30(休)9：00

白根御池小屋 16：00
北岳山荘 12：00(昼食)

山荘着 16：30
広河原 11：00(昼食)

薬勝寺 P 着 19：00

北岳山頂

ＴＳ：三日間、雨具の心配もすることなく、楽しい仲間と楽
しい登山ができてよかった。北岳は花が多くて美しい
山でした。

ＴＩ：これまで北アルプス中心の山歩きでしたが、はじめて
南アルプス・北岳に登れて満足です。北岳山荘から間
ノ岳へのピストンを 4 時間要して成せたことが、今回
の一番の思い出です。

ＫＡ：日本第二の高峰・北岳に登り、一位の富士山を近くに
見、お花畑に酔いしれた。楽しい山行でした。

ＳＦ：富士山に次ぐ標高の北岳。おまけに第四位の間ノ岳に
登頂でき、感動・感激・感謝で一杯です。

ＫＳ：今回の山行で利用した山小屋は最高。白根御池小屋も
北岳山荘も登山客に対する対応は「★三つ」です。天
気も良く楽しい三日間でした。

ＥＡ：初めての南アルプスに感動しました。日本列島の基盤
をなす「四万十帯」等の地質構造体を目の当たりにし
とても満足しています。準備周到な〈L〉に感謝。つ
ぎは鳳凰三山か荒川三山の企画があれば参加したい。

ＫＭ：9 名が一台の車で行くのは車内が楽しかった。山は天
候もよく、富士山も見れたし、間ノ岳への 3,000ｍ
間ノ岳 3189ｍ
中白根山 3055ｍ

の稜線歩きもできよかった。花も沢山あって名前を覚
えるのも楽しみでした。雷鳥も見た！

ＹＨ：南アルプスは遠くて、気合を入れないとなかなか行け
ない。とにかく北岳はいい山だった。体中が満足で一
杯になった。

ＭＫ：今回は計画から山小屋の手配まで〈L〉に任せてしま
い、ついていくだけのサブリーダーでした。でも、行
きたかった北岳に登れて幸せでした。山岳会に入って
いろいろな山に登りましたが、日本第二の高峰は見る
だけで登る機会がなかったからです。木々の様子も下
草も、北アルプスとは違いました。北岳そして間ノ岳
…その大きさには感動しました。すばらしい山行でし
た。
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メンバー：
（L）黒川 衛、他３名
１日目（8/16・木）
・・天候：晴れ、午後から小雨
薬勝寺池Ｐ5：00→新穂高温泉Ｐ（標高 1100ｍ）7：05 着、7：20 出発→ワサビ平小屋（1402ｍ）8：45
→秩父沢出合（1725ｍ）10：25→シシウドが原（2090ｍ）12：15→鏡平山荘（2280ｍ）13：40→弓折稜
線分岐（2550ｍ）15：00→双六小屋（2545ｍ）16：30
（弓折稜線分岐から双六小屋へ向かう稜線で初体験となるブロッケン現象に遭遇し、
槍ヶ岳開山の播隆上人に習いお釈迦様に合掌・・・・・・・。
小屋到着目標時刻 15：30 に対して１時間遅れの 16：30 となった。
）
２日目（8/17・金）
・・天候：晴れ、午後から小雨
双六小屋（2545ｍ）5：30→（巻道ルート）→三俣山荘 8：30→鷲羽岳（2924ｍ）10：30→ワリモ北分岐
12：20→岩苔乗越 12：30→祖父岳（2825ｍ）13：40→雲ノ平山荘 15：10
（２日目は鷲羽岳から水晶岳を目指す予定であったが午後からの天候悪化のため
ワリモ北分岐から水晶岳ピストンを断念し、雲ノ平山荘へ直行へと予定変更した。
出発時刻は予定の 6：30 から 5：30 とし、またルート変更もあり
小屋到着は予定時刻の 16：30 より早く 15：10 となった。）
３日目（8/18・土）
・・天候：晴れ、正午前から激しい雷雨
雲ノ平山荘 5：45→祖父岳分岐 7：25→日本庭園→黒部川水源地標（2400ｍ）9：00→三俣山荘 10：00→
三俣蓮華岳（2841ｍ）11：25→双六小屋（2545ｍ）13：45
（３日目は三俣蓮華岳を過ぎて丸山に差掛った頃から激しい雷雨となり
一時山陰に非難し雷が通り過ぎるのを待つハメとなったことから
雷を避け双六岳への登頂を断念し急遽中道ルートへと変更して双六小屋を目指した。
双六小屋到着後、正午過ぎ槍ヶ岳への落雷で１名死亡、１名負傷のニュースあり。）
４日目（8/19・日）
・・天候：晴れ、正午過ぎから小雨
双六小屋（2545ｍ）6：30→鏡平（2280ｍ）8：35→登山口 12：00→わさび平小屋 12：10→新穂高温泉
Ｐ（1100ｍ）14：00→入浴後 15：00 風呂発→薬勝寺Ｐ着 17：15
（４日目は双六小屋を予定の 7：00 発を 30 分早めて 6：30 とし、途中鏡平の池に映る
槍ヶ岳を眺めながらのコーヒータイムはまさに最高であった。
）
結局午前中は晴れたものの午後は雨となり、4 日間とも雨具・ザックカバーが必要だった。
（記録・ＴＫ）

ひとくち感想

ＴＫ：40 年来の憧れの奥黒部山行（一部ですが…）の夢が叶い大満足です。
ブロッケン現象も初めて体験でき感激しました。

ＫＭ：40 年ぶりの雲の平山行でした。40 年前はただ“雲の平に来たぞ！”
でしたが、今回は新築の小屋に宿泊し、満天の星空と天の川を見、
日本庭園・ギリシャ庭園などをゆっくりと散策して、自然に溶け込
んだ感覚になりました。3 泊 4 日に躊躇したが参加してよかった。

ＭＫ：そこは若い頃に初めて足を踏み入れ、その後何度も訪れ常に心にあ
る山域でした。“雲の平でゆっくりすごす”計画は、庭園のように
広がる草原とそこを囲む山々と夜のすばらしい星空は、私を充分に
満足させてくれました。心配していた 9～10 時間の連日の歩行時間
に水晶岳登頂を断念しましたが、ほぼ計画通りのコースを達成でき
たと満足。雷に遭ったこと、4 日間の長い山旅、体力の衰えなどな
どを乗り越えて成したことは、これからの自分に力を与えてくれま
した。
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上・鏡平にて槍、穂高を背景に
下・双六小屋前にて

初めての３泊４日（黒部源流）山行
ＫＫ
７月会報の案内を見て「黒部源流」に行きたいと思った。しかし体力度★４なのでとても心配。山筋ゴーゴー体操を
したり、ウォーキングをしたりして準備に取りかかった。３泊４日なので、持ち物から迷い出す。途中でへこたれて
は迷惑をかけることになるので、できるだけ軽くはしたい。
去年の朝日岳山行の経験を思い出しながら、計画書に挙げられている準備品を
忘れ物の無いように入れた。しかし、こんな暑いのだから、下着は４日分はいる
だろうな、食べ物も解けない物で栄養のある軽い物・・・等と考えているとリュ
ックがいっぱいになってきた。出発の朝、心配していることを、もう一度聞く。
登山服・ズボン、下着等は着替え１組。汗くさくなっても大丈夫だということが
分かり、一抱え自動車に残すこととした。反対に水は 2L はいることも分かった。
今回は、１．5L にしていた。
さあ、出発。今回の参加者はリーダー黒川さん、ベテラン組のＫさん、Ｍさんと私の４人。緊張しながら自分なり
に磁北線の入った地図を作ったり、
もらった地図に自分が歩く道に色を塗ったりして心の準備もしたつもりだったが、
話をしておられることが半分も分からない。もくもく、歩く。３０分ごとに休憩。おやつを食べたり水分補給をした
り。リーダーは、私の様子を見ながら、歩く速さや歩き方等を時々指導してくださる。また、時間と疲れ具合を見て、
どこまで行けるか、どの道を行けばいいのか常に考え、おまけに午後から毎日雨だったため、その時の判断は大変な
ものだろうと思った。本当にありがとうございました。
４日間歩きながら、色々な世間話もできるようになりたくさんのことを教えてもらった。おかげで、そんなに疲れ
もなく、楽しい、大自然の中で心の洗われる初めての３泊４日山行体験でした。 バンザイ！
（イワギキョウ）
たくさんのお花畑で見つけた花々
キヌガサソウ イワツメクサ トリカブト イタドリ チングルマ クロユリ
トウヤクリンドウ ハクサンイチゲ
ハクサンフウロ オオヤマソバ コバ
イケイソウ
まだまだありましたが、ほとんど頭に残っていません。

初めての体験コーナー
８月１６日（木） 新穂高温泉～わさび平～鏡平～双六小屋

万歩計２３，４７１歩

虹環の中の如来様に出会う
新田次郎の「槍ヶ岳開山」で播隆上人が笠ヶ岳や槍ヶ岳で見た虹環の中の如来様
に、私たち一行も弓折分岐から双六小屋に行く途中の稜線で見ることができた。思わず、拝む。
夜、今まで虹環は笠ヶ岳や槍ヶ岳でおきるものかと思っていたのでリーダーに質問する。
高山の日出・日没時、太陽などの光が背後からさしこみ、影の側にある雲粒や霧粒がスクリーンとなり光が散
乱され、見る人の影の周りに、虹と似た光の輪となって現れる大気光学現象。 この様な光学的現象は、ドイツ中
部、ハルツ山脈のブロッケン山で多く見られ、古くからブロッケン現象とかブロッケンの妖怪と呼ばれていた。
決して、妖怪ではなく大気光学現象である。
この条件が整えば、どこの山でもおきる。なかなか見られないものを見たのだから、いいことがありますよとの
こと。

深夜 満天の星を眺めているとペルセウス座流星群の流星を見る。ここでも「最後までがんば
れますように」とお願いをする。
天の川 大きな金星等が はっきりと見られた。
８月１７日（金） 双六小屋～三俣山荘～鷲羽岳～ワリモ岳～祖父岳～雲ノ平
２７，７０
５歩
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２日目でも足腰は元気。自分もびっくり。地図の上で見ていた目的の山が何時間歩いても着かない。水晶岳かと思っ
たら、まだ手前のワリモ岳という感じだ。しかし、雲ノ平山荘までに歩きながら見える山々、お花畑、自然が織り
なす数々の庭園。雲上の楽園での山行である。
雲上の山荘で「石狩鍋」をいただく。粕汁なのでＭさんが酔っていた。体が温まり疲れが全部吹き飛んでいった。
ごちそうさまでした。
８月１８日（土） 雲ノ平山荘～黒部源流～三俣蓮華岳～丸山～双六小屋

２３，０９８歩

３日目も足腰は元気。山々に囲まれながら雲上の日本庭園を歩きながら黒部源流の始まりに向けて出発。雪解け水、
樹木の下に蓄えている水等が、ちょろちょろといくつも流れ出ていた。今回
の目的達成！ 感激だ。

鏡池に映る逆さ槍

黒部源流

落雷に出会う
早めの昼食を取って三俣蓮華岳頂上に到着したとたん、雨となる。どんどんひどくなり、雷まで
鳴り出す。リーダーの、避難場所、避難姿勢の適切な指導がある。双六岳は行かず、中道を通って降りることに
なる。この間、一度だけ地響きのする雷がなったときは本当に驚く。後から分かったのだが、あれは、槍ケ岳で
の落雷だったのではないかと思った。会報７月号の「山の事故 雷」の言っているとおりだった。
３人部屋を４人で寝る。どうしたものかと正直思う。小坪さんの優しい配慮で、わたしは、楽々と隅で寝さしても
らった。今日はまだいい方なのだそうだ。
８月１９日（日） 双六小屋～わさび平～新穂高温泉～自宅

３０，６９６歩

鏡池で飲んだＭさん持参の卵スープ、コーヒーは最高！ ごちそうさまでした。
わさび平で冷たいトマトと温かいラーメンを食べた。黒部源流山行達成のご褒美。おいしい！
新穂高温泉で４人は、握手をしながら喜び合う。
家に帰ってから、次回の山行に生かせるように色々考えている自分がいた。まだまだ行ける！
・ デジカメや飲み水がすぐ出せるように工夫したい。特に水は１５分ぐらいおきに飲むことが大切。
・ 荷物の詰め方
ＪＡの漬物用ナイロン袋（大小あり）が丈夫で便利
早速注文する
新聞紙は１枚１枚を小さく薄くたたんで小袋に入れるといい。今回は、持っていったのはよ
かったが、包み方に問題があって使い物にならなかった。
・ 歩き方の工夫
リーダーと同じ速度で、勝手に止まらないで、リズムを守りながら歩く。つらくなったら、
遠慮せず、声を出そう。
さっそく、少し足を広げて小股で歩く練習を心がけてみよう。
ありがとうございました。
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【メンバー】L／岩井富雄、SL／他９名
【行

程】

薬勝寺 P 4：30

安房峠経由

車山肩 P 8：30～55

蝶々深山（1,836ｍ・昼食）10：42～11：05
訪神社分岐 12：50

沢渡 13：10

帰路、割石温泉で入浴

車山（1,925ｍ）9：40～55

物見岩(1,785ｍ)11：27～40

車山湿原 10：30

八島ヶ原湿原 12：20

諏

車山肩 P 13：30～50

薬勝寺 P 帰着 18：50

《深田久弥氏は自著「日本百名山」で“妙な言い方だが、山には登る山と遊ぶ山がある”と霧ケ峰の項の
冒頭に述べ、そして“霧ケ峰で一夏を過し、遊ぶ山の楽しさを十分に味わった”と記述している。
》
（記録・Ｆ）

ＳＦ：天候に恵まれ最高のハイキングでした。夏限定でこ
こに住みたい気持ちになりました。

ＴＷ：ケガの後で心配していたが、無事に最後まで歩き終
えられました。ありがとう！

ＴＫ：ゆっくりの山歩き 5 時間。みんなで楽しく回れまし
た。

ＴＫ：高原の山歩きは脚も腰も軽やかに、目の保養は充分
に。涼を加えて最高の一日でした。

ＳＭ：それほど暑くもなく、快適な心地よい一日でした。
ＳＨ：美しい山でした。石を踏み外した弾みに腰痛が治り

一年ぶりの山は楽しかった
ＭＷ
朝四時半出発。車中４時間。話がはずむ。

ました。…うれしいです。

ＭＷ：赤ちゃんを連れている人、爺々・婆々の人たち、若
い山ギャル…山行もにぎやか。私は少しバテ、

車山肩駐車場を元気に出発。天候良好、会報に
３６０°大展望書いてある通り、高木なく、いく
ら歩いても３６０°見晴らし良し。風は秋を思わ

口先は元気。また頑張って参加したい。

ＨＫ：涼風と 360 度のパノラマ。エアコンの CM どおり
の霧ケ峰でした。楽しい一日を過させていただ

せ、心地よい。道はアップダウンはあるが、とこ
ろどころ細かく石が砕いてあったり、土のままの
ところあり。この時ばかり歩くのにゼーゼーなく

きました。

ＴＳ：下界の暑さを忘れて、のんびりの散策もいいものだ。
“アルプスの少女”ならぬ“アルプスの熟女”に

歩きやすかった。
若い人たちをたくさん見かけた。山ガールや子
供連れの夫婦。中に２ヶ月くらいの赤ちゃん連れ

なった気分です。♪ヨロ～ヨロ～ホ―“

ＩＴ：眺めの良い所と聞いていたので楽しみにしていまし
た。そのとおりでした。皆さんの協力で無事(L)

がいてびっくり。スリッパをはいたおばちゃんや

を務められました。ありがとうございました。

ハイヒールのお姉さんもいた。

道でのすり替え時、リーダーが５歳くらいの男の子に待ってもらったので、ハイタッチ。その後続いた私たち
全員もハイタッチ。男の子は照れたような、じい様ばあ様たちにハイタッチされてもな、という感じかな。また、
やはり４～５歳くらいの女の子の時は、リーダーが「こんにちは」と言うと、すかざず「皆さん、こんにちは」
と言った。合理的と感心。
参加したいと熱望していた私たち夫婦ですが、やはり体力に自信がなく、それでも自分たちだけでの山行きも
不案だし……。そんなおり、一つ星を見つけ、いそいそと参加した。
（皆さんに迷惑をかけながらも、１年ぶりの
山行は楽しかった。参加できなかったストレスも軽くなる）
一番後ろをぜーぜーと、言いながら皆さんよりもだいぶ遅れ付いていくも、帰りは皆さんと一緒に車中の会話
が楽しく、古川さんの若さの秘訣はギャルへの声かけと聞き、全員納得。割石温泉で汗を流し、無事に薬勝寺池
駐車場に到着。運転してくださった方、ありがとうございました。皆さん、お疲れさまでした。
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その ３

ＥＡ

座頭市の仕込み杖

田圃股引と法被姿は背筋がゾクッとするような男の

僕の自転車趣味はいま流行の颯爽とロードレーサ

色気を感じます。もちろん、女衆の気品ある優美な

ー（競輪に使うような自転車に変速ギアとブレーキ

色香にも魅了されます。念のため）

が付いたもの）を乗り回すようなカッコイイもので

必要最小限の生地だけを使ったシンプルな職人の

はないので、クロメガネの怪しげな風体の爺さんが

仕事着、人間生活に欠かせないものを生産している

チンタラとペダルを漕いでいたら僕かも。

ことを実感できるスタイル。

たしか

これが僕の嗜好なの

に、自動車を追い抜いたり、追い風を受けて緩やか

で、あの「如何にも」のロードスーツよりは、日常

なロングカーブでのフルスピードのコーナーリング

着をさりげなく自転車用に使うのが自分の性にあっ

は快感極まり、ツバメか風そのものになったような

ているのです。

気分を味わえます。

って、呼笛とともに日常の大切な生活道具なのです

しかしそれらは、自転車の楽

しみ、用途のほんの一部分です。

座頭市が道案内に使う杖は彼にと

僕らが未だ小さ

が、いざという時は中に隠された刃で他人を切り殺

かった頃、ガッチリした後部荷台付きの重そうな自

し刺し殺すことも出来ることなど誰も知りません。

転車で魚を行商していたおじさんがいました。

表と裏、静と動の落差が、勝新の面やあの声と相ま

ね

じり鉢巻に、ちょうど寅さんのようなスタイルで。

って、銀幕に凄みと奥行きを与えていたのでは。

おじさんにとって自転車は大事な商売道具で、趣味
の道具ではなかった。
な時代。

いつもは冴えない格好でチンタラと自転車を走ら

昭和２０、３０年代はそん

せ、路上からの自然観察を楽しむ。

僕は自転車を趣味の道具にしていること

にどこか後ろめたさを感じるのです。

必要があれば

ロードレーサーの実力を発揮させて突っ走る。

とは言って

い

ざという時、例えばひき逃げ現場にでも出くわした

もこの恵まれた環境を享受するのにためらいは無く、

時、追跡用マシンとしてフルスピードで逃走車を追

思いっきり、死ぬまで自転車野郎のミャーラクモン

っかける。

で行こうと思っています。

そんな渋い、刑事コロンボのような使い手であり

行商のおじさんに義理立てする訳ではないのです

たいと。

が、一応、水田の水位管理のための巡回や、鍬や草

それだけの体力気力だけはこの老骨の身に養って

刈機を担いで田圃へ野良仕事に行くときや、買い物

おきたいと願うばかりです。

など、業務用・生活用にも自転車を使っています。
（な

相当強引な論理展開でしたが、次回は僕のチンタ

るべく貴重なガソリンを大事に活かして使いたいの

ラ自転車旅について詳しく書きたいと思います。

で。
）

自転車が体にいい 4 つの理由

さて、仕込み杖と自転車。 何の関係があるのか？

①

ストレス解消。心地よいスピードが精神的開放感を
与えてくれます。
② ペダルを踏むときに大腿筋を使うので、多くの血液
循環が要求される。一定時間続けることで心配機能
アップにつながります。
③ 前傾姿勢では大腿四頭筋、腸腰筋、ハムストリング
の筋肉が使われます。これらを鍛えることによって
足の筋肉のバランスが良くなり、スタイルもきれい
に。
④ 運動神経が鍛えられます。無意識のうちにバランス
感覚も養われます。
(「スポーツのひろば」№427 より抜粋)

何の関係も無いのです。
（もちろん、勝新太郎と財務
省事務次官の勝某氏も何の関係もありません。）
しいてコジツケルなら、自分の独りよがりなカッ
コつけということ。

昔からスーツにネクタイ、綺

麗な服装にネックレスといったフォーマルな格好に
どうも馴染めなくて、というよりも反感を持ってい
て、僕にとって一番カッコイイと思えるのは昔の野
良着の百姓姿なのです。
（八尾のおわら踊りの男衆の
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ＳＦ
▽ 日時： 2012 年 8 月 17 日（金）午前 11 時 20 分
▽ 天候： 晴（猛暑）
▽ 場所： 二上山まなび交流館（旧 県青少年の家）から約 300m の登山道
8 月からスポーツジムのスケジュールが変更になり、金曜日のキックボクシン
グのレッスンが無くなったので、毎週二回二上山に登ることにしている。
う ちわ

この日、頂上の祠を拝み 11 時に下山した。左手に団扇を持ち、暑さと虫対策
に顔と頭を扇ぐ。右手には久しぶりにウグイスの鳴き声を聞いたので、沖縄で
求めたオカリナ・トロンボーンで鳴き声を真似しながらルンルン気分でゆるい
カーブを曲がると、前方約 30m 先に異常な気配を感じ、止まって前を見ると、
たたず

なんと！成獣と思われるカモシカが行く手を塞ぐように 佇 みこちらを見てい
る。『イヤー ビックリしたの何のって』その一瞬は筆舌に尽くせない。
しばらく睨めっこ。ヨシッと携帯電話で写真を撮ろうとするが、緊張で手が震えてなかなかカメラ
の画面が出せない。目を離すとこちらに突進してくるようで気が気でない。そうこうするうちに相手
は右側の雑木林に入ったので、恐る恐る歩を進めカーブを曲がると登山道を交流館の方向に駆け下っ
て行くカモシカが見えホッと一息ついた。幸い登ってくる人はいなかったが、もし出会いがしら鉢合
わせしたら腰を抜かしたであろう。
帰りに交流館に寄ってカモシカとの遭遇の顛末を報告すると、職員も驚いて「今度遭ったら写真を
撮ってください」と。そんな余裕なんて…そんでもない。帰宅後、古城公園の動物園・資料館に電話
して経緯を話すと「おそらく庄川沿いに下ってきて紛れ込んだのではないか」とのことであるが、小
矢部川のほうが近いような気もする。また、脅ろかさなければ襲ってくることないとのことなので安
心したが、
“ほかに私のように二上山でカモシカに出くわした人はいないのだろうか”
“私ひとりに起
こった出来事だったのだろうか”と思った。
『こんど遭ったら“氏、素性と、どこの出身なのか”聞いてみよう』とシンケンにフザケタことを
考えている…。

安全登山のための知識
Ｉ．低体温症とは
直腸温などの中心体温が 35 度以下になった状態を言います（脇の下ではか
る体温ではないことがポイント）
。登山での低体温症は内科疾患や治療目的の
ものと区別するため『偶発性(Accidental＝事故による)低体温症』と言います。
寒冷にさらされると、末梢細動脈が収縮し皮膚血流を低下させて熱の放散を
抑えるとともに、振戦(ふるえ)などの発熱反応が起こりますが、体温が 30℃以
下になると、ふるえすら起こらなくなり、加速度的に体温は低下し続けます。
また体温が低下するにつれて精神活動、運動能力ともに低下するため、その人
本来の能力を発揮できなくなりま す。なかでも判断力は早い時期から低下し
ます(これが一番怖い)。
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百名山徹底分析、山の奥深さ度、ウラ読み地形図―などなどさまざまな角度やトンデ

書籍紹介

モ視点から解体して見えてくるニッポンの山の新たなる世界。
第１章 徹底分析！日本百名山（百名山雑学クイズ！見方を変えればいろいろな発見
が；知られざる国境紛争 都道府県別の百名山模様はいかに ほか）
第２章 山の大きさ奥深さ（山は見かけによらぬもの 火山の実体比べ；ニッポンのお
山の大・中・小 ことさら大きさを語るなかれ ほか）
第３章 山の絶対的指標 以○最高峰と中央分水嶺（以北・以東・以南・以西最高峰 つ
いでに「たら・れば」最高峰なども；島国なればこそ 四島それぞれの以○事情 ほか）
第４章 地図を読み地形を読む（国土地理院の地形図１ その成り立ちと極限の「作
品」を求めて；国土地理院の地形図２ 地形図の間違い探しもまた楽し ほか）
第５章 山とその周辺のあれこれ（山名のパラドックス 西岳から昇ったお日様が東山
に沈む；山の列車名盛衰記「列車は山につれ」か？ ほか）

樋口一郎 著 ／ 東京新聞出版部

271p / 21cm / A5 判

1,500 円

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

9 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」「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。

◇ ものすごい暑い夏です。夏山の企画はおかげで順調に無事に実施されました。3 泊 4 日の企画は
三島野 SC では初めてでした。北アルプスの最奥にある山域はそこに辿り着くまで時間がかかる
んですね。編集子も行きたかったですヨ。
◇ 南アルプスも遠いんです。近くに北アルプスの名峰が連なっているために、なかなか南アには目
がいかないですね。一日多く日程かかることもあって。でもいい山です。北岳・間ノ岳は！
◇ 「霧ケ峰」という名称は誰がつけたんでしょう。いかにも涼しげで、行って見たい衝動にかられ
ます。この愛称をつけたエアコンは名前で売れたんじゃないだろうか。
◇ 「二上山にカモシカ」は衝撃的。二上山に熊は出る、カモシカも出るとなったら、そのうちサル
も集団であらわれるかも…。
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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