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立山（雄山）山頂

6／2
6／９

７月 ◆籠ノ登山・浅間山
◆常念山脈縦走

一泊二日

二泊三日

燕岳～大天井岳～常念岳

８月 ◆大日連山縦走
◆薬師岳

一泊二日

一泊二日

◆小遠見山トレッキング

日帰り

6 月 16 日

小木 清 画

クリーンハイク
大 辻 山

山菜採り＆天ぷら

天 蓋 山

登山セミナーの報告
好評連載

山の○×話
自転車 考

高橋洋一
荒井英治

◇ 雑穀訓練予告
◇ 労山県連の遭難対策交流会案内

さわやかな風をうけ、咲く花を愛でる……
信州の 2,000ｍの高原におとずれた初夏を満喫する山旅

＆

＆
2,524ｍ

2,227ｍ

【集合出発】5 時 00 分 薬勝寺 P
【行 程】
1 日目
籠ノ登山と池の平湿原散策（行動時間約 4.時間 30 分）
2 日目

（A・B コース）を選択します

○ Ａコース 浅間山（前掛山） 〔L〕堀井泰則
登り 5 時間 30 分 下り 4 時間 00 分
（朝食弁当 4 時 30 分出発）
技術度★★☆☆☆ 体力度★★★★☆
○ Ｂコース （朝食後 9 時出発）
黒斑山（浅間山の展望） 登り 2 時間 下り 1 時間 20 分
（ホテルで昼食休憩）
高峰山

黒斑山から望む浅間山

登り 1 時間 下り 45 分
技術度★★☆☆☆ 体力度★★☆☆☆

【費 用】参加人数によって変動しますが 15,000 円～17,000 円
宿泊は高峰高原ホテル（2000ｍの高原のホテル）を予定
（ホテルから佐久平の夜景が望めます）

参加申込は 7 月 2 日まで FAX 57-8180 岩井へ（ホテル予約のため厳守）
【装 備】通常の無雪期の装備。朝夕は冷えますので長袖シャツ必携。

会報に案内されている夏山企画は北アルプスなどの高山です。その行
程は標高差 1,000ｍ以上を登る、また、下るコースとなっています。
三島野 SC は参加した全員が安全にその峰に立つことを目指
して計画を立て、リーダーは実行します。
しかし、登る・下るときの体への負荷は大きくかかります。
その対策は筋力をアップすること以外にありません。
お手元にある『山筋ゴーゴー体操』の冊子を開き、実行して
ください。
すばらしい山岳伽藍があなたの目の前に広がるでしょう
大日連山縦走路・七福園から剱岳を望む
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2,922ｍ

2,763ｍ

2,857ｍ

奇岩とコマクサなどの高山植物を愛でながら常念山脈の稜線を歩く
北アルプス最奥の裏銀座の峰々から槍・穂高連峰を眺めながら――
三島野スポークラブの夏山メーン企画
【集合・出発】5 時 00 分 薬勝寺Ｐ
【行 程】
1 日目 中房登山口

合戦小屋

燕岳

燕山荘(泊)

登り 1,300ｍ 行動時間 5 時間 30 分
2 日目 燕山荘

大天井岳

東天井岳

横通岳

常念小屋

登り 250ｍ 下り 450ｍ 行動時間 7 時間
3 日目 常念小屋

常念岳

常念小屋

一ノ沢登山口

登り 400ｍ 下り 1,550m 行動時間 6 時間
大町温泉で入浴後帰路へ
技術度★★☆☆☆ 体力度★★★☆☆
【参加申込】 7 月 21 日まで 岩井 FAX57-8180 へ

参加者の事前打合せ会を行います。
と き

7 月 22 日（月）7 時より

ところ 射水市「町民ふれあいセンター・いろりの里」
【費 用】約 25,000 円 （幕営チームは別途）
【装 備】無雪期の標準装備。2 日目と 3 日目の昼食は小屋で準備
できますがオプションとします。
燕

岳

合戦尾根の急登を登り
きると北アルプスの峰々が眼に
飛び込んできます。花崗岩の自
然のモニュメントが特徴。
大天井岳 常念山脈の最高峰。目
前に聳ええる槍ヶ岳と東鎌尾根
と北鎌尾根の展望台。
常念岳 安曇野からも槍・穂高連
峰の稜線からもピラミダルな山
容は目をひきます。大きな岩稜
の山。

常念岳

詳細な内容は次号№155 会報に記載します

6 月の「登山セミナー」でも講師から歩き方や岩場などを登る訓練・バランス訓練の必要性が述べられ
ました。９月のクラブ企画に「槍ヶ岳」と「南木曽岳」が計画されています。槍ヶ岳は知ってのとおり
岩稜を攀じるコースです。南木曽岳もハシゴや鎖・ロープが連続する箇所が多くあります。
雑穀谷で三点支持や大きな岩の登山道の歩き方の実地訓練をおこないます。
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男性の参加も歓迎

奥大日岳～中大日岳～大日岳
2,606ｍ

2,501ｍ

【集合・出発】6 時 00 分 薬勝寺 P
【行 程】
一日目

〈L〉野開律子

室堂

雷鳥平

体力度・技術度とも★★☆☆☆

新室堂乗越

登り:約 350ｍ 下り:約 350ｍ
二日目

大日小屋

大日岳往復

奥大日岳

七福園

中大日岳

大日小屋

歩行時間 6 時間
大日平

牛ノ首

大日岳登山口

称名滝バス停

登り:50ｍ 下り:1,500ｍ 歩行時間 6 時間
【参加申込】8 月 1 日まで

FAX57-8180（岩井へ）
右に剱岳の勇姿、左に雄
大な室堂平・弥陀ヶ原を俯
瞰。登山道には高山植物が
花開く。快適な稜線歩きが
楽しめます。
下りはロングコースに
なります。ゆっくり余裕を
持って下ります。

2,926ｍ
有峰の折立から太郎兵衛平を経て薬師

山頂からは雲の平・水晶岳・鷲羽岳など
黒部源流の峰々と北アルプスのど真ん中が
一望できます。山荘から富山平野の夜景が
眼下にひろがる。

岳を往復します。
宿泊は薬師岳山荘（肩の小屋 2700ｍ）
と薬師平の幕営を選択できます。
登り・下りとも標高差 1,600ｍ
体力度★★★☆☆ 技術度★★☆☆☆
詳細は次号№155 でお知らせします。

新しくなった薬師岳山荘と薬師岳山頂

ゴンドラ駅標高 1500ｍ

（0.5ｈ）地蔵の頭 1676ｍ

（1.5ｈ）小遠見山まで稜線漫歩。
標高差 500ｍ 体力度・技術度とも★☆☆☆☆
2,007ｍ

歩行時間 登り 2：00 下り 1：30

8 人乗りの五竜テレキャビンで、7 分間の空の旅。スタートはアルプス平駅。残雪の五竜岳や白馬三山を間近に望み、可憐
な高山の花を鑑賞しながら 2006m の小遠見山山頂を目指す。アルプス平にはコマクサをはじめ、さまざまな山野草や高山
植物を集めた広大な山野草園が。アルプス平自然遊歩道は往復路があるので、帰りは行きと逆の道を歩こう。
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全国労山いっせい

メンバー：
（L）荒井英治、岩井富雄、岩越理代、甲かほる、小坪哲彦、竹内啓子、長谷部節子
的場邦夫、峯 周二、宮本久子
【行 程】
薬勝寺 P 7：00

アルペン村 7：50

カンバ平 9：30
頂 10：55～12：00
12：50

登山口 8：45

北尾根分岐 10：25

大辻山山

北尾根分岐 12：30

カンバ平 13：10

グリーンパーク吉峰（♨）

ブナ平

登山口 13：40
薬勝寺 P 16：30
大辻山は富山平
野からよく見えま
す。立山連峰の手
前の三角錐の特徴
ある山容です。

甲 か：みそ汁とシシャモ、コーヒーなど山上での食事は良かったです。ありがとう。
的 場：クリーン登山・大辻山。思ったとおりゴミは少なかったけど、読図をしながらゆっくり登山。頂上で
岩井さん提供の焼シシャモとみそ汁は美味だったが、匂いに誘われて熊が…と心配しました。感謝！

岩 越：昨年、息子が登った大辻山“本日、母も登りました”。頂上でいただいた海の幸とみそ汁、ごちそう
さまでした。

小坪哲：1000ｍ級の山ではもう虫の季節でした。虫除けスプレーなどの対策をお忘れなくネ。
宮 本：ゴミのない大辻山でした。イワカガミ、イワウチワの花が素敵でした。
峯 ：久しぶりの山行でした。山頂でのみそ汁と焼きたてシシャモが美味しかったので、気持ちが「スッキ
リとクリーン」になりました

長谷部：だいぶ以前に登ったのですが、こんなに大変だったのかな？晴れてよかったです。
岩 井：久しぶりの大辻山でした。読図の練習をしながらのクリーンハイクは一石二鳥でよかった。
竹 内：上天気で本当に楽しかった。木の根伝いに登るコースでした。明日なって足が痛むか心配！
荒 井：ゆっくり時間をとって読図をやったのは良かった。他人に教えると自分の知識と技量のいい加減さを
思い知らされて“恥かき・汗かき・頭かき”
。本日の清掃登山の「収穫は燃えるごみ 250ｇ」でした。

クリーンハイクという名の楽しい登山
宮本久子
大辻山クリーンハイクに行ってきました。長尾峠登山口で掛け声合わせて「山
筋ゴーゴー」ストレッチ体操に始まり、次に地図とコンパスで頂上方向を確認。
そしてスタート。目的はクリーンハイクですが“誰かが掃除した後を歩いている
のか”と思うくらいにゴミが無く、ついつい小鳥のさえずりと美しいブナ林に耳
と目が奪われ、クリーンハイクが頭から抜けてしまいました。おかげでルンルン
気分。しかし、木の根の張り出しが多く足元に注意。№8 標識からの頂上へのき
つい登りでは気が抜けませんでした。
頂上からの大パノラマを想像し登り詰めたのに、その展望が一瞬に消えてしま
いチョット残念。でも、焼きたてのシシャモとほうれん草たっぷりの味噌汁、そ
してコーヒーのおもいがけない振る舞いに感謝でした。
地層の話、山の用具の話のあれこれ。『今日も山に登れてよかった』の一言に
尽きます。そして、拾ったゴミは飴の包み紙のみ。大辻山は緑のトンネルでした。
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木の根が張りだした急登

てんがいざん 1,527.3ｍ
岐阜県飛騨市/高山市
メンバー：
（L）背渡健治、上田千秋、岩越理代、小竹伸子、甲 厚子、甲かほる、熊木廣子、蒦手勝子、
荒井英治、伊勢治雄、岩井富雄、小竹茂樹、川端友嘉、熊木龍巳、小坪哲彦、堀井泰則、峯 周二、
【行 程】
薬勝寺 P 出発

5：00

左・天蓋山山頂

登山口（標高 1000ｍ）出発 7：20
標高 1150ｍ地点

8：00

雀平（1370ｍ）

8：50

天蓋山山頂

左下・天ぷらを揚げる
下・山之村牧場にて

9：20～40

雀平

10：05

登山口着

11：10

天空の山之村牧場レスト 11：30
（天ぷら昼食～13：00）
割石温泉入浴 薬勝寺 P 着 15：40

上 田：頂上からの展望が良く、山々がきれいでした。山菜の天ぷらも美味しく最高でした。
岩 越：良い天気に恵まれました。頂上からの 360 度の眺めが素晴らしかった！先輩方に山菜についていろい
ろ教わりました。ありがとうございました。

小竹伸：360 度の大パノラマ！お昼の天ぷら最高！準備してくださった皆さんありがとうございました。買
出ししてくれたノビちゃんありがとう。

甲 厚：久しぶりの天蓋山。新緑のブナ林、残雪の山々のコントラストがすばらしかった。山菜の天ぷら
美味しくいただきました。
甲 か：春蝉と蛙がにぎやかに迎えてくれ、林道をゆっくり歩いて山頂へ。ここから見る北アルプスは最高で
した。遠くに見える白山、御岳が堂々としていたよ。

熊木廣：頂上からの眺望がすばらしかった。最高！！
蒦 手：「だめだろうなぁ」と、いつも申込のできない私。思い切って決意し参加しました。腰ベルトと膝ベ
ルトをしっかり準備してきましたが必要なし！楽しい一日でした。

背 渡：多くの会員の参加で楽しい山行ができました。豪華な昼食も最高でした。
荒 井：期待どおりの山菜天ぷらの味でした。
伊 勢：大勢で山行すると千姿万態で楽しい。加えて好天に恵まれ、屋外で舌鼓を打つことができてさらに楽
しかった。関係者に感謝。

岩 井：天候もよくて大変楽しい山行でした。久しぶりの山菜料理も美味しかった。
小竹茂：2 時間の登りのあとの絶景。行ってきた山々が「また来い」と
呼んでいました。

川 端：さわやかな初夏の山歩き。山頂からは最高のパノラマ。昼は山菜天ぷらで
満腹。

熊木龍：2 度目の天蓋山。頂上の 360 度の見晴らし、北アルプスの残雪の峰々…
最高でした。

小坪哲：好天に恵まれ最高の山行でした。採りたての山菜天ぷらも格別でした。
堀 井：天気・展望ともに良し。久しぶりの天蓋山は満面の笑顔で迎えてく
れました。北アの峰々がこんなに鮮明に見えるとは…。付録であった
はずの天ぷらに力が入りました。

峯 ：快晴で頂上の 360 度パノラマに感激し、心癒されました。初めての
屋外の山菜料理をいただき大変美味しかった。
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天蓋山・登って、採って…舌鼓

伊勢治雄

登山口はコテージ、バンガローを備えたキャンプ場奥の駐車場の真横にある。これまでこの駐車場までマイカ
ーの乗り入れができたが、今回は乗り入れ禁止。手前のレストハウス向いに「登山者駐車場」
（簡易な 10 台程度
駐車可能）がつくられ、そこから歩くこととなった。山道は連日の好天で埃っぽかった。レンゲツツジは今が盛
りと咲きほこり、周囲の新緑に映えている。額に汗して 1 時間も歩いたろうか、木陰に入るとひんやりと気持ち
いい涼しさである。高山植物の時期は過ぎたのか花は無く、登山道脇のススタケを探し、採りながら歩を進めた。
太いススタケが見つかるとその都度歓声が沸いた。黙々歩いていると春ゼミとカエル（名称不詳）などの鳴き声
の合唱に気付いた。彼らも真剣に生きている証であろう。
この山に 2・3 回来ているが以前よりも登山者が多いのに感心した。以前だったらこの時期は多分 2・3 のパー
ティに会う程度だったのに。
山頂には 4 パーティほど先着がいた。山頂からの眺めは良く、方位盤に刻まれている山は全て確認することが
できた。西から白山、乗鞍岳、御岳、焼岳、笠ヶ岳、槍ヶ岳、双六岳、黒部五郎岳、北ノ俣岳、薬師岳、剱岳、
大日岳と。
素晴らしい眺望の余韻を残しながら下山。途中、登ってくる多
くのパーティとすれちがった。山ガール、単独、中高年などいろ
んな人が登ってきた。
昼食を「奥飛騨山之村牧場」で摂ることにした。パン工房、そ
ば打ち工房、ハム･ソーセージ工房、ミルク工房やレストラン、
バーベキューな等いろんなコーナーがあり、われわれはその一角
を陣取り、採りたて山菜天ぷらの揚げたてに舌鼓を打った。
割石温泉で汗を洗い流し帰路についた。

参加者

岩井富雄、背渡健治、堀井泰則、林

長谷部節子、甲

憲彦、的場邦夫、福島、古川三郎、峯

厚子、竹内啓子、岩越理代、宮本久子、甲かほる、黒川

周二、上田千秋、

衛（講師）、山田

格（講師）

これまでクラブでは安全登山のために「読図」「三点支持」「ストレッチ」「テーピング」などの
講習会や学習会を行ってきました。今回は“もっと総合的な”登山のためとして『セミナー』と銘
うって企画しました。
午前中はこれまでいろいろな講師を務めてきた黒川

衛さんと登山経験豊かな山田

格さんの

講演を聞き、午後は実践トレーニングとして来拝山に登山しながら読図を学ぶ日程を組みました。
（午後の日程は雨天で霧も出て視界が悪く中止しました）
昼食後の休憩時間は、今年のクラブ企画の山行写真をプロジェクターでスクリーンに大きく写し
て見ました。
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初めての三島野デビュー〔登山セミナー〕

福島忠義

三島野 SC に新しく仲間入りさせてもらい、最初の参加が今回の「登山セミナー」です。登山セミナー前日は童
心にかえったような気持ちで“こころワクワク”でした。
ところで、いよいよ感動の夏山シーズン到来。登山・ハイキングなど豊かな自然にふれあい元気で楽しく活動す
る季節になりました。が、登山ブームを背景に山岳遭難が富山県内においても増加傾向にあるようです。
さて、自分自身にとっては山登りを安全に楽しむための知識を身に付けるのにタイミングよく「登山セミナー」
が企画されて“ラッキー”でした。
セミナーの最初に、登山に興味をもたれたきっかけや楽しさ、そして、安全登山を楽しむための危険回避。転倒
転落のほか道迷いなど事故を未然に防ぐノウハウなど、自ら体験しじっせんされたちしき・経験談に楽しく且つ夢
中に聞き入りました。また、概念図の書き方や読図の大切さ、道迷いを防ぐための地図とコンパスの使い方など、
きめ細かく丁寧に教えていただきました。さらに、登山や低山ハイキングなどでの地図やコンパスの必要性ととも
に、山の楽しみ方のひとつでもあることも理解しました。講義を大満足で拝聴するとともに安全登山の知識を、こ
れからの山行に生かしたいと思いました。
昼食休憩時にはプロジェクターでスクリーンに映されたきれいな山行写真をウキウキ気分で見ながら、自分も参
加していたかのように楽しみました。
衛さんには貴重で且つ意義のある

お話をしていただきありがとうございました。
そして世話されたスタッフの皆さんには感謝！感謝！です。

潜む危険

雪稜を登る（西穂にて）

岩稜を登る（大キレットにて）

講師の山田 格さん、黒川

遭難対策交流集会開催の案内と参加のお願い
主催

と

き

ところ

富山県勤労者山岳連盟（労山県連）

7 月 23 日（火）午後 7 時～9 時
富山県教育文化会館 503 号室
（富山市舟橋北町

富山中部高校向）

この一年間の加盟各クラブ・団体の登山・ハイキング・沢登り・山スキーなど企画の実施
における遭難事故や遭難には至らなかった「ヒヤリ・ハット」の事例などを交流し、
「原因」
「対策」について意見交換し交流します。
三島野スポーツクラブからも事例を報告する予定です。労山の仲間の活動を知る機会とし
て、また、自らの安全登山の意識を向上させるためにも多くの会員の参加をお願いします。
参加される会員は 7 月 20 日(土)まで 岩井 FAX57-8180 へ連絡してください。
尚、できるだけまとまって行きたいと思いますので 6 時 20 分に薬勝寺 P に集合してく
ださい。（個々に行くことも可です）
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登山セミナーを開催して
今回の講師を務めていただいた山田

格さん、黒川

代表 岩井富雄

衛さんありがとうございました。今回の学習会に今年入会

された会員が 5 人参加され、真剣に受講されているのが印象的でした。
◇ 山田さんの講義は、昭和 40 年頃からの登山経験、自分自身が行った山岳ガイドなどの経験をつうじて知った山
の楽しさ、山の怖さなどを紹介されました。特に山の遭難の悲惨さについて、救助に当たったときの様子や遺体
収容のことなどは実体験だけに生々しいものでした。また、アルペンルートが開通して間もない頃の高原バスの
運転手や車掌に「うたごえ運動」の仲間がいて「顔パス」で乗車したことなどの楽しい思い出話や冬山で遭難一
歩手前の経験などが語られました。
遭難の原因「道迷い」について、その多くは下りで発生すること。そして、下りだから下へ行こうとする心理と
なって沢や滝にぶつかってしまう。必ず来た道を戻ること。上に登って（稜線まで）視界が利く所へが大切と強
調されました。転倒・転落を防ぐために「自分の体力を知り、訓練する」
「バランス感覚のための岩場歩き訓練」
などの重要性が語られました。
◇ 黒川さんの読図の講義は、幾度と無く聞いた人にとっても実践しなかったら
新しい課題です。山へ行く前に地形図（国土地理院

1/25000）をみて概念

図を書くことで山の姿を頭に描くことができます。また、登山中にこの先の
ルートの様子“急登なのか、ヤセ尾根なのか”などを予見することができま
す。帰宅してコースを振り返ることで、よりその山を知ることができる。僅
かなお金で（地図代）3 回の楽しみができると語られました。また、遭難「道
迷い」を防ぐ読図の重要性が改めて理解されたようです。
山の歩き方について「歩幅は小さくが疲れない」
「次の足を出し前に軸足の膝を伸ばすこと」
「登り下りの着地は
靴底をフラットに」などの基本が話されました。
久しぶりの机上学習の機会でした。資料として、岩崎元郎著「通行念のための登山学」のコピーを提供しました。
読み返してみてください。また、「ハイキング ABC」をその都度開いて学ぶ習慣が、より安全で楽しい登山につな
がると思います。

登山セミナーに参加して

R．I

近年の登山ブームで、中高年の事故や遭難が増加。原因は◆道迷い・◆滑落転落・◆単独行動で対処不能に陥る
等々。また、ルートを間違えた結果踏み跡ができ、登山道と間違えて進んで迷い込んだり、沢を登山道と間違える
こともあるそうです。
「迷っても沢に行くな！」と頭では理解できても実際に自分にできるか、考えさせられました。
また、ホワイトアウトや日没後暗くなって身動きできなくなることも…。Y 先生（山田

格さん）はかつて暗闇

で近くにあるはずの山荘が発見できずにいたところ、偶然通りかかった野良犬が食べ物の有りか（＝人間のいる場
所）を知っているだろうと追尾し、無事山荘にたどり着いたとか。今になっては笑い話と言われましたが、いざ自
分がそうなった時に冷静に対処できるか……。
続いて読図の基礎や歩き方などについて教えていただきました。思い出が詰まった地図が私にも作れるといいな
ぁと思いました。歩き方についてはまだまだ課題が山積み。毎度、下山時に膝がゲラゲラ笑い、翌日は筋肉痛です。
体操、ストレッチ、疲れない歩き方も練習しなくては…。
バイキングの昼食後、今までの山行写真を見ました。写真を見ながら自分もいっしょに登っている気分になって
楽しみました。午後から予定されていた登山はあいにくの天気で中止。でも降っていたのは山だけで、家に帰ると
お日さまギラギラでしたね。
講師の先生方ありがとうございました。
今回の感想をいろいろ書きながら、ひとつ思い出したことがあります。
『登山やキャンプに行く時は、最悪の状態
になるかもしれないということを考えて準備や行動をしなさい』と小学生の頃に父に言われたことです。
“これは間
違ったことを言っていない”とその当時子供心に理解し、活動前日には慎重に準備し、自分の役割を把握し、なに
が起こるかわからないと思いながら行動して無事活動を終了しました。しかし、実際その時は緊張しすぎたのでし
ょうか、正直殆んど楽しめなかったと記憶しています。娘を心配したが故の言葉だったと思うのですが、今となっ
ては笑い話。良くも悪くも（大げさに言うと）脅してもらったというわけです。
心配無用。アウトドアは大好きなまま大人になりましたよ。気を引き締める部分、楽しむ部分のバランスを大
事にしていこうと思っています。
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山の○×話

遠い夏の乗鞍スカイライン ⑨
高橋洋一

★ 1970 年代の初期、老いてきた親の意向で家業を継ぐため同居することになりました。妻と３人の子供も
おり、たまの親孝行に家族旅行と思っても、車は１台クーペタイプで不便な思いをしていたものです。
★ そんな折、車も買い替える時期が来ていたので７人乗りのステーションワゴンタイプのものはないか？と
デェーラーに相談したところ、現在国産車には無いということでした。今でこそ 7～8 人乗りの多目的レ
ジャーカーは普通に有りますが、当時は各メーカーともセダンが主流でワゴンタイプは商用車しかなく、
荷室にシートを取り付け[８ナンバー]と申請すれば乗用車として可能とのこと、改造費やルーフキャリア
の取り付け等でかなり予算もオーバーしたものになりましたが思い切って購入することになりました。

★ 待つこと一ヶ月、仕上がりは憧れのアメ車には程遠いものですが、家族全員が乗れて機能的にも満足する
ものでした。さて試運はどこへ行こうか？賑やかな観光地を希望する家族でしたが人混みの嫌いな私は半
ば強引に言い含め、当時、マイカー規制のなかった国内で一番高い山岳道路「乗鞍スカイライン」へ。宿
泊は信州の秘湯といわれた白骨温泉となりました。
★ 暑い夏の日、三角窓を全開にして一路奥飛騨へ。（当時エアコンはなく高
価なカークーラーがオプションでした）県道から平湯峠への道は狭く、ヘ
アピンカーブも多くかなりきついものでしたが、標高 1700ｍの峠からは
割となだらかで快適な道路でした。料金所で 1,500 円の通行料を払い憧れ
のスカイラインへ、途中の展望台で昼食をとりながら見る北アルプスの眺
望に親たちは感嘆しきりでしたが、子どもたちはまったく無頓着に峠の売

なつかしい三角窓の自動車

店で買った五平餅などを食べていました。30 分も登るとやがて大きな雪渓が現れ、スキーを楽しむ人たち
が見えたので暫し車を止め眺めていたところ、突然後部席から「ポン！」と破裂音が、「何が起こったの
か！」と。よく見れば子供たちが持ってきた幾つかのポテトチップスの袋が破裂して中身が散乱、残って
いる袋も風船のように膨らんでいました。理解するのに少し間がありましたが、なるほど、急激な気圧の
変化に袋の空気が膨張し耐え切れず破裂したのでした。
ハイマツの枯れ木

★ 思いもよらぬ騒ぎもありましたが、無事終点の畳平に到着
しました。しかし、高山の知識もなく、夏スタイルでやっ
てきた私たちには標高 2,700m は涼しさを通り越し寒いく
らいで、改めて無知を思い知ったものです。当時、特に規
制もなかったので道路わきから気儘に歩き回り、図鑑でし
か見たことがない高山植物に誘われるように小高い草原
に登ると、そこは何と！一面白く枯れ果てたハイマツの群落でした。それを見た母は「これはまるで地獄
のよう…」と立ち竦んでいたのを今も覚えています。確かにそれは折り重なるように敷き詰めた白骨の群
れのようでした。すでに病んでいた母には死期を連想するさびしい光景だったのでしょう。1 本の白い枝
を持ち帰り、杖代わりに後生大事にしていたのですが、何処に行ったのやら…なにやら皮肉な遠い夏の日
の思い出です。

次号へ
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発展の息吹を感じさせるような案内説明板が立って
います。日本の鉄道網が東京新橋＝品川間を始点と
してアメーバの触手のように日本国内の各地に延び
ていくその有様の一端が垣間見えるのです。地元の
砺波平野の物産を全国流通網に載せるため、近々に

その 7 の 2
―タイムトラベル―

米原から高岡まで延びてくるはずの幹線鉄道の線路
（現在の JR 北陸線）に繋ぐため、地元高岡や砺波の
豪商、豪農の資産家たちが資金を出して中越鉄道（現

荒井英治

在の JR 城端線）を建設した時に仮のターミナルとし
冒頭

て其処に駅が置かれたのですが、
豪雨出水で JR 高岡

の「トンネルを・・・」のそれを持ち出して、自転

駅の場所が当初予定の税務署近傍から下関の現在の

車について何を言いたかったかというと、
「自転車は

+地に変更されたため一年ぐらいしか存在しなかっ

時空を超えて旅行するタイムトンネル、タイムマシ

たその経緯が書かれています。自転車で県内各地を

ーン的な用具だ」ということです。 一昔前、
『ルー

ブラブラと走っていると、農地開墾の記念石碑や顕

ツ』という題名のアメリカのテレビドラマが日本で

彰碑、忠魂碑など沢山のメモリアル石碑や市町村や

も放送されたことがありました。ドラマの内容は、

教育委員会、土地改良区、最近では『水土里ネット』

20 世紀末の現代アメリカ社会に暮らす一人のインテ

などが設置した案内説明板に出会います。

どうも話が本題から逸れてしまいました。

リ黒人男性が自分のルーツ（roots：英語で『根』、
『根

それらは、自分の親父、祖父母、曽祖父母、その

本、根底、根源』、『始祖、先祖』等の意味）を尋ね

また祖父母・・・が生きていた時代を『ルーツ』の

て肉親や親戚の人たちを訪ねて、話を聞いて廻り、

主人公が体験したように、リアリティの伴った過去

自分の祖先がどのような人たちで、一人一人がそれ

として出会うタイムトンネルの入り口のようなもの

ぞれにどんな人生を送ったのかを発見するドラマで

です。高岡は、大手町に金物屋の親戚があったため、

した。連続ドラマで、何人かの先祖の特定の人が主

自分が幼かった頃、今は亡き祖母に連れられてバス

人公となっていて、アメリカ合衆国の歴史を黒人奴

を乗り継いで毎年遊びに行っていた懐かしい特別の

隷制度・差別の観点から捉えた社会性の高い連続ド

思い出深い場所ではあったのですが、下黒田の中越

ラマだったように記憶しています。

自分が何者で

鉄道の案内説明板にであったことから高岡の歴史に

あるかを知りたいのは誰しも同じで、ある人は自分

関心を持ち始めたのです。下黒田の場所は僕にとっ

史を書こうと思うし、そのために郷土史や日本史の

て今に到る自転車旅行（過去の時空間へのタイムト

勉強を始める人もいます。でも、いくら書斎で本や

ラベル）のスタート地点なのです。

資料を読んでいても、受験勉強の暗記ものみたいで
リアリティが少しも感じられません。少しでも過去
に近づこうとするには、事跡、旧跡、遺跡の現場に
自分の身を置くのが一番手っ取り早いのです。その
道具が自転車です。そこの場所で光と風を身に受け、
そこの植生、地形を脳に刻み付け、持っている知識
をその上に並べるとその時代のその時にタイムスリ
ップしてしまったような現実感があり、単なる知識
が息を吹き込まれて多くを語り始めます。時には地
元の人から耳よりな昔話も聞けます。こんなことを
繰り返し行っていると自分の生まれ育った土地への

神社・寺院・城址

愛着が強まってきます。一例をあげると高岡市の下

碑・灯台・博物館

黒田の水田のあぜ道の側に、明治 30 年代の近代日本

気象台・史跡名勝
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立山のことわざ伝承

立山下の後生願わず

代 表

岩井 富雄

射水市宝町 1364-35

57-8180

副代表

小坪 哲彦

射水市中太閤山 5-59

56-3028

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

黒川
衛 賀久 博幸、
甲
厚子 的場 邦夫、
寺山 秀行 野開 律子、
林
憲彦
と左記の方々で構成してい
ます。
〔相談役〕 山田 格

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が７月は 1 日(月)・22 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。

・ いよいよ夏山シーズンがすぐそこに…。9 月上旬までの企画を眺めてそれぞれのプランを立てましょう。
また、宿泊を伴う場合は家族の理解と協力も必要ですネ。
…ああ、それから体力のアップを！「努力は必ず報われます」から！
・ 山行の参加メンバーが多彩になっています。新会員の参加が良い刺激となって山行が盛り上がっている様
子が、報告から伝わってきます。
・ 「登山セミナー」の講師を務められた山田・黒川両氏の話がよかったですね。
「感想」から伝わってきま
す。いろんな会員がそれぞれの角度で山を語る「講師」になれば…これからの課題です。
・ 高橋さんの「山の○×話」の袋がポンポンに成ることは経験していますが、破裂するんですね。そこまで
は経験していませんでした。
・ 「自転車

考」のカットに地図記号を書きました。街ウォークなどするときも地図を開き、そんな記号に

注意して歩くと新たな発見があるかもしれません。

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
12

シー・エー・ピー発行
廣瀬 誠 著

「立山のいぶき」より

霊験 あ ら たか な 立山 の すぐ 麓に 住 み なが ら 、立 山に

〔世話人会〕
TEL

所

登拝 も せぬ 不 信心 者の 意 。 越中 で よく 用 いら れる 諺。

住

大井 冷 光、 明 治４ １年 刊 行 の『 立 山案 内 』に 寄せ た舟

名

木香 州 の俳 句 に「 後生 願 わ ず立 山 下の 閑 古鳥 」と ある

氏

のは 、 この 郷 土の 俗諺 を 枕 にし て 、い ま だ立 山登 拝を

任務分担

果さぬ自身を自嘲卑下したもの。

立山に麦生えても

これ も 越 中の 俗 諺。 高 冷の 地、 立 山 に五 穀 の生 育す

ることはありえない。
「例え日が西から昇っても」と同

じよ う に、 絶 対あ りえ な い こと を 強調 す る場 合に 用い

た。

立山に登らねば嫁がもらえぬ

越中 男 子 は立 山 登頂 を すま せて 、 初 めて 一 人前 の青

年と 認 めら れ た。 大平 晟 の 明治 三 十九 年 の立 山登 山記

に面白い記述がある。
「越中の俗、男子にして本山に参

詣せ ざ るも の は、 同輩 の 冷 遇を 行 け、 妻 を娶 るに も不

利の 点 あれ ば 、概 ね丁 年 以 前（ 成 年以 前 ）に おい て、

登攀する遺風ある」と聞いていたが、登山中、
「逢う人

毎に、その八九分は青年の未婚者」であったので、
「我

等おもわず噴き出し」
、青年たちは何を笑っているのか

と怪訝な顔をしたという。

殺生すると立山で化けて出てくる

虫・鳥・魚・獣など生類を殺すと、立山登山のとき、

殺さ れ たも の の霊 魂が 化 け 物に な って 現 れ、 登山 でき

なく な ると し て、 無益 な 殺 生を 戒 めた の が、 越中 の古

くからの家庭教育であった
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