
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

  

 

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 № 145 

2012 年 10 月 1 日 
代表 岩井 富雄 
射水市宝町 1364-35 
TEL・FAX 57-8180 

書籍紹介 とその著者 伊藤正一さんの三俣山荘 

 

9／1～9／3 
白馬岳・朝日岳 

 
小矢部川と二上山  小木 清 画 

 

10/14（日） 
三方岩岳・野谷荘司山 

10/21（日） 
野 麦 峠 

11/3（土・文化の日） 
金沢・街ウォーク 

9／15・16 
労山県連交流登山 

9／12 
自主企画 白 山 9／25 

夏山の思い出を語るつどい 

寄稿 
山の○×話 小さな奇跡 大きな災い 

自転車 考 荒井 英治さん 
高橋 洋一さん 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

野麦峠はかつて、鎌倉街道、江戸街道と呼ばれ、飛

騨と信州、江戸を結ぶ古くからの重要な路線でした。 
また、富山県で水揚げされた鰤（ぶり）を信州へ運ん

だ街道でもあったことから、別名「鰤街道」とも呼ば

れていました 
明治・大正時代には、多くの飛騨の若い女性がこの

峠を越えて、長野県の製糸工場へ、糸引きの出稼ぎに

向かいました。峠には厳しい峠越えをして過酷な労働

条件のもとで健気に生きた女工たちを偲ぶ碑などが

あります。 
 

 平日企画  

 

 

 

  

参加申込は 9 月 26 日(水) 

で締め切りました 

  
石川県白山市／岐阜県白川村 

1,736ｍ 1,797ｍ 

 

 

【集合・出発】6 時 00 分 
【コース】 
薬勝寺 P 6：00  野麦街道口 8：00～30  地蔵堂 
10：00  野麦峠 10：45（昼食）11：30  ワサビ 
沢橋 12：30  往路を帰る（七峰館で♨） 
薬勝寺 P 帰着 16：00  
歩行時間：3 時間 標高差：登り 490ｍ 下り 300ｍ 

技術・体力度とも★☆☆☆☆ L：堀井泰則 
【参加申込】10 月 14 日まで岩井 FAX 57-8180 へ 

1,672.3ｍ 

秋は冬を迎える落葉樹が緑の衣を赤や黄に衣替えし、 

錦繍の姿をお披露目する瞬間である。 

澄んだ青空に映える刺激的な彩りは登山者の心を魅了してやまな

い。 

 

 
地蔵堂  

【集合・出発】7 時 00 分 薬勝寺 P 
【行 程】 
薬勝寺 P 7：00  スーパー林道料金所 8：00 
三方岩岳 P 8：15～8：30  三方岩岳 9：00 
野谷荘司山 9：30～10：00  （往路を戻る） 
三方岩岳 P 11：00  ふくべの滝（昼食）13：00

帰路へ・♨入浴し  薬勝寺 P 17：00 
歩行時間：約 3 時間 30 分 L：野開律子 
体力度・技術度とも★☆☆☆☆ 

【参加申込】10 月 7 日まで岩井 FAX 57-8180 へ 
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《奥能登の山を訪ねる》の企画は今回実施できなくなりました。期待

されていた方にはたいへん申し訳ありません。ついては世話人会で代わ

る企画を検討し、次号（№146）の会報で案内します。  

【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 4 時間  技術★☆☆☆☆ 体力★☆☆☆☆  
Ｌ：背渡健治  兼六園周辺と天徳院・寺町を散策 

【参加申込】10 月 28 日まで FAX 57-8180（岩井） 
【費 用】兼六園園内の内橋亭で会食（予約 15 名限定 2,500 円）と

交通費と寺院の拝観料 

 
兼六園内の内橋亭 
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 9/1(土)・2（日）・3（月） 

 

メンバー：（L）小坪哲彦、他７名 

9／1 薬勝寺 P 4：25  蓮華温泉 P 6：55～7：20  天狗ノ庭 9：37  白馬大池 11：15～30 
小蓮華山 13：45  三国境 14：48  白馬岳 15：50  白馬山荘 16：10 

9／2 白馬山荘 6：05  白馬岳 6：20  （6：40 頃～ブロッケン現象）  三国境 7：00  雪倉岳避

難小屋 8：40  雪倉岳 9：35～50  水平道の見える花園で昼食 11：05～30  水場 12：30   
小桜ヶ原 12：37  水平道に入る 13：00  朝日小屋 14：50 

9／3 朝日小屋 5：35  朝日岳 6：45～55  吹上のコル 7：27  ベンチで休憩 8：16～20   
五輪ノ森 9：16  花園三角点 9：52～10：00  白高地沢 11：25  兵馬ノ平 13：30   
蓮華温泉 14：25        （花園三角点から兵馬ノ平は雨にうたれる） 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
蓮華温泉から白馬岳・雪倉岳・朝日岳に参加された田中さんから寄稿していただきました 

 
朝日岳登山を終えて     ＭＴ 

 
昨年小竹さんの娘さんが私の寺で、結婚式・披露宴をされ、その際に朝日小屋の仲間達が大勢来られ、“こんなに

結束の強い小屋とは”ぜひ登ってみたいと思っていました。そして、念願だった朝日岳に連れて行ったいただき、

感動・夢を叶えてくださいました。その行く先々で作った詩
うた

を載せていただきます。 
 

七人の ともに誘われ 朝日岳 

雷鳥が迎えてくれた 登山道 

ブロッケン現象 自分の姿に感動す 

再会に 手をとりあった雪倉岳 

朝日岳 手をとりあって よき笑顔 

ミーティング 一杯飲み飲み 今日の反省 

山小屋の心こもった 夕ご飯 

       皆若い 日々の努力が 想われる 

可憐な花 短い夏を 咲きほこる 

あちこちの お花畑に 心癒される 

消灯時 窓の外には大きな月 

まつむし草 みわたす限り 咲き乱れ 

真夜中の いびきの合唱 星がきく 

我が家の味する 小屋の朝食 

雲海に佇む剱岳 眼下に広がる富山湾 見上げれば白い満月 

出番を待っていた雨具たち 

木道に 感謝 感謝 

皆揃って無事下山 感激に涙す 

 この三日間、皆様にいろいろ教わり、無事登山を終えることができました。本当に感謝でいっぱいです。この感

動を胸に精進していきたいと想います。ほんとうにありがとうございました。  

ＩＴ：白馬岳できれいな星空を期待していましたが見えず。そのかわりブロッケン現象に自分が映る姿を何回

も鮮明に見ることができ、感動。朝日岳への登りで存在感のある剱岳の遠望と緑の朝日平と赤い屋根の

朝日小屋の美しかった。また、花が多く咲いているのに驚きました。最後に遭った雨は苦にならず良い

山行でした。 
ＹＨ：蓮華温泉からの今回のコースは初めて。登り甲斐あり、山の楽しさ、美しさを堪能しました。朝日小屋で

の歓待・優遇に感謝でした。 
ＴＫ：「一度はこのコースを踏破したい」と昨年企画中止のリベンジとして熱き思いで参加。もう大満足でした。

白馬からの縦走路で今年二度目のブロッケン現象に遭遇でき、今年の山行はどこかツイています。白馬

山荘での白ワインは最高に美味でしたよ！やっぱり朝日岳は私にとって最高の山で、今年もう一度登り

たい！！ 
ＡＫ：すばらしく醍醐味のある登山でした。3 日目に雨に降られましたが、これもまた良かったです。どんなに

へたばっても常に行く先々の山が見え、その山々に歓待されているような気分になりました。これも皆

さんの助けとご配慮のおかげです。どうもありがとうございました。 
ＮＯ：行きたくて行きたくてたまらなかったコースです。花あり、雷鳥あり、ブロッケンあり…最高でした。そ

れとともに、体力は限界と思った先にもある！ということを実感した山でした。皆さまありがとうござ

いました。 
ＳＯ：行ってよかった！本当によかった！！やっぱり行かなくては駄目だ！！！ 
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感動・感謝・感激の山旅  白馬岳～朝日岳 

ＨＭ 
今回は蓮華温泉～白馬岳～雪倉岳～朝日岳～蓮華温泉を 2 泊 3 日、３３km のロングコースでした。1 日平均１

１kｍです。雪倉・朝日岳に見せられ迷わず参加を申し込みました。 
メンバーは男性４名と女性４名で嬉しい。『晴男・晴女』さんのお蔭といいペースでのスタート。和気藹々と天

狗ノ庭で小休止。快調に白馬大池に到着。チングルマ、コバイケソウに心を癒されな

がら小蓮華山への登り、なかなかきつい。“来年はもうダメかな”と思いつつ足を前へ

出す。｢白馬岳はまだまだだゾー｣後から檄が飛ぶ。そんな中突如、白馬岳山頂が姿を

見せ一気に元気が湧いてきました。そして眼下に今日の終着地の山荘。苦しい登りで

経験豊かな伸子さんが先頭でペースをつくって予定時間通りに山荘にチェックイン。

その時『労山会員の割引恩典』があるか（L）Ｋさんが受付で問い合わせ５００円が

割引となって、得した気分で靴を脱いだ。 
ミーテングで明朝の出発はできるだけ早く朝食を終え、早めの出発を確認。（朝日小

屋の到着が遅れないように）疲れた体は少しのビールが「睡眠導入剤」となって、横

になるや否や熟睡。（寝たもの勝ち） 
２日目ガスが視界をさえぎり、風も少しあって寒い。雨具で防寒し白

馬山荘を後にする。ガスる山頂を早々に下り、三国境に向かう途中で右

手から太陽の光が射しこみ“ブロッケン現象”が現れました。今まで何

度かそれに出会いましたがその鮮明さは最高に素晴らしい仏の御光で

した。大きな虹の輪の中に自分の動きが投影されました。そんな自然と

やがて現われた砂礫に咲くコマクサ、あちこちに咲くあでやかなマツム

シソウを愛で歩くと疲れを感じない。遠くにあった雪倉岳が目の前とな

った。今思い出しても夢のようです。その山頂は朝日小屋から登ってき

た一団で賑わっていた。彼らはＯさんの山友で「いっときの交流会」と

なりました。雪倉岳からの下りは長く遠く“なかなか”です。会員外で

参加されたＴさんの弾む声。その声が元気を与えてくれました。Ｎさんから次々花の名が出てくる。トリカブトの

群生、ハクサンフウロ、シモツケソウ、オンダテ、ニッコウキスゲ、カライトソウなど色とりどりの花が目を楽し

ませてくれます。 
小桜ヶ原からアップダウンの続く水平道。鎖場直後のなんでもない斜面のトラバースで 2 回転して滑落し、笹に

しがみつきました。一瞬のことでＩさんの「動かないで！」の声、そして「深呼吸して水を」の声で動転した心を

落ち着かせることができました。その後は気を引き締めて歩き、ようやく朝日平にたどり着きました。そこは青空

に草紅葉が映える草原、そこに建つ赤い屋根の朝日小屋の景観はアニメの世界のようでした。一歩一歩の足どりが

ここまで私を運んでくれました。握手！乾杯！を小屋前のテーブルで交わしました。そして朝日小屋のもてなしは

最高でした。 
三日目、快晴。綿毛のチングルマが朝露で輝き、カメラマンは大忙し。朝日岳への

登りの途中のハイマツの中に『Ｓさんが予言？』していた雷鳥が２羽が私たちを待ち

受けていたかのように現われて、感激！ 
朝日岳山頂は 360 度のパノラマ。白馬三山の向こうに剱岳・立山が雲上に浮かび、

転ずれば眼下に富山平野が広がり、あの新湊大橋も確認できた。そして、妙高、火打

の山々。後ろ髪惹かれる想いで下山。五輪尾根への道は花・花・花……。季節はずれ？

のチングルマが白い花をつけ、鮮やかな紫のアヤメ etc。感動の連続です。カモシカ

坂辺りから大きな雨に遭い、渡る沢が増水し、流れも激しくなってきましたが、先導

のお蔭で無事渡渉。そして、一昨日ヘリの荷物運びを目にしたが、その荷の登山道整備の角材が何箇所にも下ろさ

れていて、そこで働く青年に遭った。この方々のお蔭で安全に登山が楽しめることに感謝です。 
蓮華温泉に着く頃には雨も止み、全員無事下山。温泉に浸かり三日間の汗を流し気分爽快！ 
翌日、新聞に剱岳・早月尾根と私たちが歩いた五輪の森で転倒・ケガでヘリで運ばれた記事を読み、改めて『私

は運がよかった』と痛感しました。 
今回の白馬岳～朝日岳の三日間の山旅は盛り沢山の感動・感激・感謝と反省で忘れられないものとなりました。 
ありがとうございました！！！ 

白馬大池を背に登る 

ガスの中の白馬岳 
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   2012 年度労山富山県連交流登山に参加して 
初めての本格的沢登りを体験          EA 

  
今回の交流登山には三島野スポーツクラブからは A 一人だけの参加でしたが、楽しい時間を過しました。 

1 日目はオートキャンプ場で午後 5 時からカレーライスと焼肉バーベキューで交流会。 始めはにわか雨で、

屋根つきの場所で交流会が始まり、まもなく雨が止んだのでテントサイ

トに場所を移しての宴会となりました。 私の自然農園で採れたオクラ

等を大量にぶち込んだ野菜カレーを主食に、肉、かぼちゃ、ナスビ、ト

ウモロコシ、玉葱のバーベキューで腹を満たし、他のクラブの人たちと

山の話をして友好を暖めました。 
2 日目は朝 5 時に起床。 昨晩の残った野菜で雑炊と残りの野菜カレ

ーで朝食とし、7 時 30 分に車で沢上谷に向けて出発。 遡上開始地点

の駐車スペースに車を停め、渓流シューズに履き替え、（私だけ地下足

袋に草鞋のクラシックスタイルで）ハーネス、ヘルメット姿で沢へ入っ

ていきました。 
足が沢の水に浸かって身体が冷えることを心配していましたが、沢の水はそれほど冷たいことはなく、むし

ろ気持ちよいくらいで、なるべく水の中を選んで歩くようにしていました。 
川床の岩は濃飛流紋岩類らしくて、黄色っぽい明るい色で、頭

上の樹木からの木漏れ日に照らされてルンルン気分にさせてくれ

ました。 水の深さも膝を超えることはほとんど無くて、足首に

渓流のしぶきを感じながらのコースでした。 初は草鞋のフリ

クションを確かめ、確かめ慎重に足を置いていましたが、渓流シ

ューズの人が滑る場所でもしっかりと支えてくれて、草鞋の摩擦

力の大きさを実感しました。 鉄壁の装甲車にでも乗っているよ

うな安心感がありました。 途中、滝が 2 箇所ほどあり、小さい

方は、滝の上からロープを垂らしてハーネスに掛け安全確保して

もらいながら登り、大滝は高巻で通過しました。 終点に着いて、装備をザックに収めて、駐車場所まで林道、

車道をテクテク歩いて戻りました。 沢登り初体験の感想はひとことで言えば、『一歩の歩みごとに発見があ

り、次は何があるかなと、いつもワクワクした気分』というこ

とです。 山を上からばかり見ないで、たまには下から見てみ

るのも、山を味わう感性を豊かにしてくれるのではと思います。 

今回の沢登りは、富山勤労者山岳会の安田さんたちが、周到な

準備をしてくれて、私ら初心者を安全確保したうえで実施され

たもので、三島野の登山メニューに加えられるものではないの

で、体験してみたいという人があれば、県連の理事会で検討し

ます。（安田さんたちの山行に特別に同行させてもらうなどの

かたちで） 参考に写真を添えておきます。 ①は 1 日目の交

流会の写真、②は沢登り中の写真、③参加者全員の集合写真 

9／15～16  
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前日は雨模様でしたが、天気予報を信じて中止す 
る気は全くありませんでした。白川 I・C に向かう 
車中で雨が降りそうな雲行きに、（L）として内心 
心配でしたが、登り始めるとだんだん晴れて景色 
も見えるようになって一安心しました。道中、 
いろいろな話題の会話が弾み、歌も出て長い歩行 
時間でしたが余り疲れを感じませんでした。 
今回の山行計画を作成する時、日没時間が徐々に

早まっていることを考慮し、明るいうちに登山口に

戻るため、13 時 30 分をタイムリミットとして途中

でも戻ることにしていました。（目的地 12：15 着）

このことは参加者に知らせてありませんでした。こ

のことについて意見もあるかと思います。会報に意

見をお寄せ下さい。 
 

ＴＫ：10 時間 50 分の山行でした。白山へ来て、ま

た富山の山の素晴らしさを痛感しまし

た。 
ＳＦ：天気好し。高山植物の名前を一つ覚えました。

その名は「トリカブト」です。 
ＡＫ：念願の「霊峰 白山」に登れ、感謝していま

す。登山時はいつもその山の神様や宇宙

を感じながら登りますが、山のスケール

が大きいためか今回は違った感覚でした

（変な私でごめんなさい）。次回は白峰コ

ースからチャレンジしたい。 
ＫＫ：白山郷からの白山御前峰への山行は初めてで

す。ダケカンバ、ハイマツ、ナナカマド

などの群生地は美しかったです。道中の

会話もおもしろかったヨ。 
ＴＳ：平瀬道ナナカマドが赤く美しく、花も多くて

美しく、女性群
．．．

も美しくて楽しかったで

す。 
Ｍ：一度は行ってみたかった白山だったので感動し

ました。花も沢山咲いていたし、頂上 で

は、雲の晴れ間から景色が見られてラッ

キーでした。皆さんの仲間に入れていた

だいてありがとうございました。（島倉さ

んの友人） 

メンバー：(L)岩井富雄、他６名 
 
行 程：薬勝寺 P 4：25  白川郷 IC 5：30  大白川登山口 6：15～30  大倉山尾根分岐 9：05 

避難小屋 9：10  カンクラ雪渓 10：15  室堂平 11：20～30  御前峰 12：15～45   
室堂平 13：15～30  カンクラ雪渓 14：15  避難小屋 15：00  尾根分岐 15：10   
登山口 17：20    平瀬温泉・民宿「くろゆり荘」で入浴後、帰路へ薬勝寺 P 20：05 帰着  
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自主企画のリーダーとしての感想 

岩井富雄 
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〔参加者〕１５名参加 

初夏から晩夏の登山ハイシーズンに企画した山行を反芻
はんすう

し、いよいよ元気に豊かな自然にふれ、歩き、これからの人

生を生きる源泉になればと企画した『つどい』でした。 
大型スクリーンに、企画した山行のいろいろな場面を映し

て登った山を振り返りました。そして、美味しい料理とお酒

が会話を弾ませました。 
最後の締めは、黒川副代表の音頭で“♪剱岳賛歌”を歌い

盛会のうちに幕としました。 

◇ 9月 25日(火) 6 時 30分  ◇ やすらぎ庵（瑞龍寺前） 

 

    白 山 山 行 記    ＴＳ 

西の空にひときわ神々しく輝き、どっしりと鎮座する白き山。それは白山。 

友が行ってみたいといっていたので参加を希望したところ認可をいただき、この日がとても待ち遠しかった。 

この友、美人でナイスバデェでフルマラソンランナーで…いろいろ肩書きを持っているが、とりあえずよく言

いくるめておいた。“走るな！”と。 

 

少し色づき始めたヤマブドウやツルウメモドキの葉っぱにソウラク
．．．．

しながら、見事なダケカンバの林に「喜声」

をあげるこの一行に、ひときわ鮮やかな深紫のトリカブトが覗ってささやいた。“やけに賑やかな連中だな！” 

ネマガリタケの根が張るヤセ尾根では、谷から吹き上げてくる心地よい風を 7 人で分け合って、束の間いっ

ぷく。低木のブルーベリーや木苺があちこちにあり、クマに怒られるくらいいっぱい食べた。 

高度を稼ぐにつれナナカマドの実の赤さが鮮やかになり、澄んだ青い空とのコントラストが美しい。足元には

シロタマの木の実がいっぱいに健気に揺れているのが可愛かった。ハクサンフーロ、リンドウ、トラノオなどた

くさんの花で飽きることなく楽しく登り続けました。草紅葉になり始めた室堂に涼しい風が吹き渡り、その大草

原にオオシラビソの白い枯れ木が立ち、ゴッホやバッハ？の絵より素晴らしい風景でした。「大自然に勝るもの

なし」。 

ひと登りで御前峰に着き、雲間から剣ヶ峰が手を伸ばせば届きそうな位置に現われました。“きてよかった”

登頂した感想はその一言に付きます。頂上での宴もそこそこに下山。振り返り・ふりかえり降りた。 

長い下山も終わりに近くなって誰もが無口になりかけた時、古川劇場の“上海帰りのルリ”の歌声に随分元気

付けられ、不思議と足どりも軽くなった。古川さんブラボー！…でも悲しいかな“この歌知らん！！”次回はせ

めて「桜田淳子」くらいでお願いします。 

無事下山でき、楽しく声掛け合った仲間と天候に感謝！ 名残惜しく去りがたくたたずめば、夕暮れの翳った

山が残照を受け、ススキが秋風に揺れていた。平瀬のたたずまいは初秋の哀愁が漂い始めていました。 

白山 なんとも登り甲斐のあるすばらしい美しい山でした。 

いつもながら楽しい企画と安全運転に徹して下されたリーダーに感謝いたします。 

―― 蟻 X 10 ―― 

報告 

 

 



山の○×話    小さな奇跡 大きな災い 

ＹＴ 
 
★長年の不健全な生活のためか、朝はまったく弱く会の企画はいつも見送り、今やペーパー上の会員ですが、

それでも毎月の会報は楽しく拝見しています。何処そこの山で滑った転んだの賑やかな山行報告、専門家も驚

くマニアックな投稿、野草好きな方の“これでもか！”と思うほどの花名の羅列などには県内の『山渓フラワ

ークラブ』会員で自然観察のエキスパートたちも“ウワー何これ！！”牧野図鑑でもでも背負っているのかし

らと驚いてしまいました。とにかく恐いもの知らずの元気な会員方の意欲ならびに役員スタッフの尽力に敬意

を持って拝見しています。 
昨年の大震災をはじめ、観測史上類を見ない異常現象の多発、災害が多発。今年 4 月 3 日には未経験の弾

低気圧の通過で私の仕事場の屋根も飛んでしまいました。日本が世界に誇るスーパーコンピューター『京』の

シュミレーションによると地殻プレートの変動期、極地の氷解などによる地球規模の異常気象・災害が頻発し

数十年後には想像を絶する環境になるだろうと予測しています。確かに今年の夏も異常でした。末恐ろしいは

なしはともかく、私個人も昨年はかつてない災難の年でもありました。 
 
★ことの始まりは、昨年の 5 月 5 日増山城址ハイクの事で

す。例年のゼンマイ採りも好天続きで順調に乾し上がり、丁

度タイミングのいい行事企画でしたので参加いたしました。

時期が悪くあまり山菜などの収穫はありませんでしたが、タ

ラの芽の天ぷらや会員持ち寄りの手料理で楽しい昼食を済ま

せて、程よい時間に現地解散となりました。 
私は丁度、趣味の楽器が修理から戻る日でしたので、取り

急ぎ富山市の工房に向かったのですが、途中、財布がないの

に気が付きました。車の中、シートの下まで探せど見当たらず、何処で無くしたのか？混乱した頭を整理し、

今日の行動をよくよく考えてみたのですが…確かハイキング中には感触でポケットを確認しており、帰路に寄

り道もしていないので、何かの拍子に山中で落としたとしか考えら

れません。その日に必要だった多額の現金をバランスの悪い長財布

に入れていたのが悪かったのでしょう。もう頭は真っ白、顔は真っ

青！？。警察に届けるべきか？でも三島野 SC 会員のような善良？

な方が拾えば届けて（連絡）くれるかも…。 
「いや待てよ。自分のような輩

やから

だったら絶対ネコババするかも？」 
「まだ日は高いし戻って探すべきか？無理だろうなあ～」 
と混乱しつつも、現地に急ぎました。 
増山城址は近いとはいえ馴染みのない場所で、少し迷いましたが何とか駐車場に辿り着き、時計を見れば 3

時過ぎ。もう人影はなく、おぼろげな記憶をたどりながら歩きはじめました。私はタラノ芽などの採取のため

長柄の鎌を持っていましたので最後尾を歩き、時折わき道に入ったりしていました。自分の性癖などを考慮し

ながら、這うようにし探し 1 時間くらいで出口の林道まで辿り着いたのですが、何の手懸りもなく無駄足だっ

たようでした。やはりダメモトでも警察に届けてみるべきか。現金はともかく、免許証やキャッシュカードそ

の他諸々の始末を考えると気が滅入ります。 
次号につづく 

高橋さん 

増山城址の食事風景 
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秋、大和路を走る。飛鳥川の辺で 

『どちらから？』『富山県の高岡からです。』『そう

ですか、高岡から。 私も仲間とついこの間、高岡

へいってきましたよ。』『どんな御用で？』『万葉集の

朗唱に出演するためです。ところでここ（飛鳥）の

印象はいかがです。』『いつかは飛鳥路をじっくりと

自転車で巡ってみたいとの長年の思いがやっと叶い

ました。今から飛鳥川沿いを上流に向かって走って

いこうと思います。 これからです。』『それは、そ

れは。道中気をつけて。』・・・・・・・・ 
近鉄橿原線橿原神宮駅前の安ホテルに宿を取り、

昨晩、輪行袋から出して組み立てておいたマイ自転

車を未明の道路にひっぱりだして、早朝の冷気を肌

に受けて飛鳥川の側を走ってきて石舞台遺跡の崖下

の川沿いの広場で休んでいると、60 歳くらいの男性

が車から降りてきて、話しかけてこられた。 地元

の人らしくて、名所旧跡の環境美化のボランティア

をしていて、早朝巡廻中とのこと。 まさかこんな

所で高岡の話がでてくるとは、うれしいことで、一

気に心が通い合い、色々と会話がはずみます。じつ

は奈良へ来る少し前に古城公園を自転車でぶらつい  

 

ていたら、聞きなれない音声がスピーカーから流

れて来たので、音源を辿っていくと、中ノ島の水上

舞台。万葉集朗唱のイベントのことはずっと前から

知ってはいたが、よくある、全国で流行の薄っぺら

な村おこし、町おこしイベントの類ぐらいに思って、

馬鹿にしていた。たまに、外堀の歩道を昔の衣装を      

 
まとった人を見かけることもあったが、物好きな

人たちだと遠めに見ていた。初めて現場で見聞きし

た高岡万葉集朗唱は、そんな先入観を粉砕してしま

うくらい、とても強い印象を僕に残していたのです。 

そんなこともあって、彼の話にとても興味深く耳を

傾けることができたのです。 彼が飛鳥の地に愛着

と誇りを持っていることが話し方ににじみいて、素

直に共感できました。 （ブラブラ自転車旅での楽

しさはいくつもありますが、そのひとつが、地元の

人（特に郷土の歴史に詳しい古老）と心をひらいた

会話ができることです。 額に汗して自転車を漕い

でいる姿は、人に親近感を与えるらしくて、色々な

話を語ってくれます。） 万葉集を朗唱するイベント

は高岡以外に全国にもう一箇所あって、そこにも参

加しているとのことでした。万葉集朗唱仲間の全国

ネットワークがあるらしく、交流が続いているよう

です。 大友家持さんもニンマリです。  
         （つづく）    

 

自転車先進国「オランダ」 

オランダの自転車道はおそらく、歩道よりしっかり

整備されていると思います。自転車道に週１～2 回清掃

車が来て整備していました。 
自転車道は国中に広がっていて、自転車専用道路地

図があるほどです。十字路には自転車専用信号があり、

車をよけながら走るようなことはまずありません。 
電車には自転車用切符を購入すると、専用スペース

に自転車を押して乗ることができます（混雑時以外）。 
自転車社会の発達は、オランダ人の倹約家精神のツ

ボにはまったことも大きいと思います。政府の計画的

な自転車政策も功を奏して、自転車社会がうまく機能

している印象を受けました。 
（オランダ在住の会員からのレポート） 
 
日本にも自転車専用レーンを！  
（この項「スポーツのひろば」№427 より）           

 

その 4 ＥＡ 
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書籍紹介 

 

伊藤正一 著 
実業之日本社 刊 
定価 1223 円（税込み） 

『黒部の山賊』は伊藤正一さんが三俣山荘に初めて入った時のエピソード、

山賊との出合から始まり、山賊たちの愛すべき人間性、黒部の不思議な話、登

山者のこと、山小屋のことなどが愉快に語られています。 
この際バラしてしまいますが、山賊の正体は皆、猟師です。しかも『超人的

な猟師』。 
登場人物を紹介します。 
〈遠山富士弥〉 山賊の頭。黒部の奥地で越冬するという超人です。黒部峡

谷下ノ廊下、つまり日電歩道を作った人です。 
〈遠山林平〉 黒部がいまだかつてない台風に襲われたとき、岩魚釣りにでか

けていた林平さんが行方不明になります。さすがの山賊も黒部の脅威にはかな

わない。『この源流に伊藤さんがいると思うと、どんなに力強く、勇気を与えら

れたかわかりません』 

日本勤労者山岳連盟発行の機関誌「登山時報」で 8 月～10 月の号に『労山 50 年 草創期を語る』に伊藤

正一さんが登場され、なぜ労山をつくろうと思ったか、そのきっかけ、創立メンバーのこと、そしていま、

震災・原発事故から今の社会のあり方・自然保護との関わりなどがインタビューに答えられていました。 
また、「山小屋」の存在とは…を私たち登山を愛するものにその本質を教えてくれた「三俣山荘撤去撤回」

のたたかいを抜きに伊藤正一さんを語ることはできません。 
伊藤正一さんの著作で多くの山好きに読まれているという「黒部の山賊」も紹介します。（堀井） 

 

 

 

命からがら生還した林平さんの戻ってきた時の言葉です。 
〈鬼窪善一郎〉 伊藤さんがいまでも、「おにさん・おにさん」と話題にする方です。足が速く、熊取の名

人。一昨年亡くなられたそうですが、三俣山荘には今でも「おにさんの部屋」が残されているとのことです。 
〈倉繁勝太郎〉 『黒部の山賊』に出てくるこの方の写真はいつも笑顔です。ニコニコした顔が印象的。

最後の最後まで三俣の小屋をふるさととして愛した人です。 

伊藤正一さんは国（林野庁）を相手に裁判を起こし、

「山小屋は単に営利を求めているものでない」として

税金のかけ方に異議を訴えました。 

残念ながら「不当判決」で敗訴しましたが、その訴

えは登山者と山小屋を営む人々の心に深く刻まれて

います。 

労
山
結
成
一
周
年
記
念
の
夕

で
深
田
久
弥
氏
（
右
）
と
伊

藤
正
一
氏
（
一
九
六
一
年
） 
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伊藤さんはこの裁判で国（林野庁）の違法性訴えています。

つまり、林野庁が山小屋へ営業実績の報告を求め、さらに

その実績に応じた地代を山小屋から徴収することは、「法律

に基かない徴税行為」であると訴えました。また、山小屋

の公共性も争点になりました。 
山小屋は水道も電気も通っていません。ですから、山小屋は登山者を迎えるための全設備を整えなけれ

ばなりません。当然、その設備の保守・技術も必要です。また、登山道の整備から、遭難者の救助、診療

所の開設などこれらは、すべて山小屋の自費でまかなわれているのです。そういう中で、林野庁の一方的

な地代徴収方法の変更でした。 
山岳雑誌「岳人」に伊藤さんは、こう言ってのけました。『わたしはこういう官僚的なものがとても頭に

来るんです。』『本当の山賊は営林署・林野庁ですよ』。そして、この記事を書いた方は、「会うたびに思う。

伊藤さんのこの強烈な批判精神は、どこで育まれたのだろうと。『黒部源流に生きる』とはそういうものか

もしれない。」と。なるほど！ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  

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 

世話人会は原則毎月の第一・第三月曜日に開催いています。10 月は 1 日(月)・15 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。 

  
   

  

   

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 

◇ いよいよ錦秋の秋山シーズンです。企画に参加して「小さい秋・大きい秋」見つけましょう。た

だひとこと忠告。天候の変化で気温が急激に下がることがあります。また、雨にぬれると体温が

奪われます。寒さ対策の備えを怠らず。暑ければ脱げばいいんだから…。 
◇ リベンジ山行「白馬岳～朝日岳」は、槍・穂高・剱の岩稜と対照的なやさしい山なみと高山植物

に彩られた北アルプスなんですね。やや健脚向きではありますが…。会員外参加の田中さんの詩

はこの山行の楽しさ、喜びを伝えてくれていると思います。入会されればベストですが、いろい

ろな方が三島野 SC と触れ合っていただき、交流するのも私たちが大きく豊かになる術
すべ

かも…。 
◇ 県連交流登山の参加が少なく残念でした。三島野 SC を代表して参加された荒井さんにサンキュ

ー。“沢歩き”面白そうです。 
◇ 白山日帰り登山は天候が好転してよかったですね。それにしても長い歩行時間。健脚ぞろいの面々

に感嘆！ 島倉さん、楽しく読まさせていただきました。 
◇ 三島野 SC は名随筆家揃いだと改めて感じました。高橋さんの再びの登場で誌面がにぎわい、楽

しくなり、「自転車 考」もいよいよ面白くなってきました。また、「感想文」も毎回寄せられ、山

の様子や一行の登る姿が見えるようです。ページ数が増えてもかまいません。どんどん書いてく

ださい。同じ山を歩いてもそれぞれの想いが胸にあるでしょうから…。 
◇ 届いたばかりの登山時報に、伊藤正一さんが載っていました。むかし、一部特権階級の登山だっ

たのを「勤労者＝国民」にも登山を楽しむ権利があるとして、労山の設立を訴えた人。その伊藤

さんの著になる「黒部の山賊」の存在をを、恥ずかしながら編集子は初めて登山時報で知りまし

た。早速、ブンエンドウで注文しました。 

12 

 

中
岳
か
ら
槍
ヶ
岳
を
遠
望 




