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男性の参加も歓迎

奥大日岳～中大日岳～大日岳
【集合・出発】6 時 00 分 薬勝寺 P
【行 程】
一日目

室堂

〈L〉野開律子
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

立山、剱岳そして薬師岳、我が越中の誇る名山。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。
【コース】

有峰の折立から太郎兵衛平を経て薬師岳を往復します。
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。
1 日目 折立

太郎兵衛平

薬師岳山荘（泊）

約 7 時間 登り 1,450ｍ
2 日目 薬師岳山荘

薬師岳

太郎兵衛平

折立

約 7 時間 登り 250ｍ 下り 1,700ｍ
体力度★★★☆☆ 技術度★★☆☆☆
（L）的場邦夫
【参加申込】8 月 10 日まで FAX57-8180（岩井へ）
※テント組は食事準備など別途協議します。
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2,007ｍ

白馬三山・唐松岳・五竜岳・
鹿島槍ヶ岳を望む展望コース
【集合・出発】5 時 00 分
【行 程】
五竜とおみスキー場
地蔵の頭 1676ｍ

ゴンドラ駅標高 1500ｍ

（0.5ｈ）

（1.5ｈ）小遠見山まで稜線漫歩。

（往路をも戻る）
標高差 500ｍ 体力度・技術度とも ★☆☆☆☆
歩行時間 登り 2：15 下り 1：45
【参加申込】8 月 17 日 FAX57-8180（岩井）へ
【費 用】6,000 円（ゴンドラ往復、交通費、保険他）
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。

戸隠山にて２０１２年

9 月 1 日(日)

薬勝寺 P 8 時 00 分 集合出発

ところ

16 時 00 分帰着予定

雑穀谷と周辺

剱岳・別山尾根

実施日

6 月 16 日のセミナーは「山のあれこれ」
「遭難事故」などについての話を聞くことを中心に行いました。
今回は急な岩場の登り・下りのための三点支持や岩のゴーロを歩くなどを行います。また、前回、霧で
できなかった読図訓練も行う予定です。
加齢に伴う筋力の衰えとバランス感覚は連動しています。全ての会員が対象の「セミナー」として位置
づけています。なお、9 月企画の「槍ヶ岳」
「南木曽岳」の参加希望者は必須とします。
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3,180ｍ

【行 程】
１日目：上高地

横尾

槍沢ロッジ（泊）

歩行時間 5 時間
2 日目：槍沢ロッジ

水俣乗越分岐

水俣乗越

（東鎌尾根） 槍ヶ岳山荘（泊）
歩行時間 6 時間 標高差 登り 1,250ｍ
3 日目：槍ヶ岳登頂
横尾

槍ヶ岳山荘

槍沢ロッジ

上高地

歩行時間 7 時間 30 分 標高差 下り 1,600ｍ
（L）堀井泰則 技術度★★★☆☆ 体力度★★★☆☆
【参加申込】９月７日まで FAX57-8180（岩井）へ
※詳細は次号会報でお知らせします。

な

ぎ

そ

だ け

０度の展望。ことに中央アルプスの展望が良い。
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歩行時間は５時間ですが、ちょっと登山口まで時間を要する（４時間３０分）

コウヤマキの巨木群を観察できる。頂上付近からの展望は場所を変えれば３６

ので一泊します。そのため時間に余裕もできますので「もう一ついい山に登り

木曽五木（ヒノキ、サワラ、ネズコ、アスナロ、コウヤマキ）の宝庫。登りに

標高差 ６５０ｍ

[見どころ]

たい」と計画しています。詳細な内容については次号会報で案内します。

急峻で、ハシゴ、桟道が連続する
自然に恵まれ、展望もよい引き締まった山

南木曽岳は技術度★★★☆☆ 体力度★★☆☆☆

1,679m

＆

＆

メンバー：L/堀井泰則、小坪哲彦、峯 周二、上田千秋、加藤日出子、竹内啓子
【行 程】
○ 7/15

薬勝寺 P 出発 5：40

峰高原ホテル）8：45～9：30
11：00～11：40

名立谷浜 SA 6：50

更埴 JC 7：45

籠ノ登山登山口 10：35

登山口 12：50（休憩）

小諸 IC 8：10

車坂峠（高

東籠ノ登山 10：45

西籠ノ登山（昼食）

池の平湿原散策 13：00～15：00

高峰高原ホテル 15：

15
○ 7/16

車坂峠登山口 4：40

仙人岳 8：10
35

トーミの頭 6：30

鋸岳 8：40（J バンドを下り、湯の平）

浅間山（前掛山）山頂 10：55～11：05

12：20

黒斑山 6：50（朝食）7：15

草すべり分岐 12：40

前掛山登山口 9：20

蛇骨岳 7：45
避難シェルター10：

避難シェルター（昼食）11：20～45

トーミの頭 13：50

前掛山登山口

ホテル着 15：00

入浴後 16：10 帰路につき、薬勝寺 P 19：40 帰着

堀

井：何より天気が良くなって楽しい山旅ができま
．．
した。花はいろいろあったが名前が…。その
．
道の詳しい人がいてくれたらよかった。今回
も浅間山の大きな山容に感動！

上

田：2 日目の 10 時間の行程が不安で「B コース」
を申し込みましたが、全員で「A コース」の
浅間山を目指しました。〈L〉のペース配分と
仲間のお陰で、浅間山（前掛山）の山頂に立
った時とても嬉しかったです。時折吹く爽や
かな風と浅間山の雄大さに後押しされてがん
ばりました。

峯

：久しぶりによく歩き、素晴らしい山行でした。景色もホテルのフランス料理も最高でした。〈L〉に
感謝します。

小

坪：群馬と長野県境にまたがる日本百名山のうちの一つ浅間山（2,568ｍ）。活火山のためまだ 500ｍ以
内は入山規制がかかっており、今、浅間山といえば外輪山の前掛山（2,524m）となっている。富士
山にも似た壮大な山容は北アルプスの山々にはない圧倒される迫力を感じた。今回の山行は二日間
とも天候に恵まれ、登ったピークは東籠ノ登山 2227ｍ、西籠ノ登山 2212ｍ、三方ヶ峰 2040ｍ、黒
斑山 2404ｍ、蛇骨岳 2366ｍ、仙人岳 2316ｍ、鋸岳 2212ｍそして前掛山（浅間山）2524ｍと縦走
を楽しんだ。〈L〉の巧みな事前調査から宿泊先を高峰高原ホテルとされ、標高 2,000m のホテルで
のフルコース（メインは牛フィレ肉のパイ包み焼ペグリーソース温野菜）＆高級ワインも。今回の
山行の忘れえぬ素晴らしい思い出となりました。今回参加できなかった皆さん。次の機会を是非お
見逃し無く……。

加

藤：初日は高原の風を受けて爽快な登山をし、ホテルでの夕食はフランス料理にワインで美味しかった。
浅間山の壮大さに圧倒！！歩いて歩いて～険しい岩壁もある草すべりも完登し、感動！！感謝です。

竹

内：浅間山は裾野が広く、穏やかな稜線の良い山でした。J バンドの鋭い岩々と対照的でどちらも強く印
象に残りました。まさか、浅間山に登れるとは夢にも思っていませんでした。本当にありがとうご
ざいました。
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初夏の信州の高原を愛で浅間山に登る山旅
三島野 SC 企画

2013.7.15～16

今回と同じ企画を昨年実施し、その時、黒斑山から仰いだ浅間山の活火山の荒んだ山肌と大きな山容に感動
し、また、この山行の“前座”であった籠ノ登山と池の平湿原散策にもその素晴らしい高原風景に満足させら
れました。
こんな山に三島野 SC の多くの会員が触れ、この山と山域が放つ素晴らしさを感じて、これまでと違う新た
な山の魅力を知って欲しかったし、
「感じさせる自信」みたいものを持っていて「会企画」に提案した。
今回の出発日の前々日あたりから“カラ梅雨の猛暑から梅雨空

東籠ノ登山山頂

が戻ってきたような”気配が予報に出て、雨降りも覚悟の出発と
なった。道中の上越あたりまでは時折激しく雨がフロントガラス
を叩き、上信越道に入っても妙高山や上信五岳は雲でおおわれて
はず

いて、心が弾まなかった。長野市あたりから空に青空がのぞき始
めて、好天の兆しを感じつつ高峰高原へ急いだ。
高峰高原ホテルでコーヒーブレイク。佐久平は雲海におおわれ
て、八ヶ岳連峰が頭を出し、その奥にうっすらと富士山が浮かん
でいるのを発見し歓声。そして籠ノ登山登山口へ。東籠ノ登山の
山頂に立って３６０度の景観を望んだ。浅間山が第一外輪山から
頭を出している。水ノ塔山からの縦走路が俯瞰でき「このコース
もいいなぁ」と思いつつ、
“いつ来れるやら”という気持ちで眺めた。さらに西籠ノ登山へ。ここで昼食。な
だらかな稜線を描く 2,000ｍの高原の風景は“♪ラララ…”と口ずさみたくなる。が、思うだけに留める。
池の平湿原

池の平湿原は「名ばかりの湿原」となっているが、敷かれた木道を
2,000m の高原の爽やかな風を受けて歩くと、湿原を囲む山々に守られて
いるかのよう。その湿原の名残か鮮やかな紫の可憐なアヤメの群生が美し
い。数多くの高山植物が花（その名を覚えられず）咲かせている。多くの
ハイカーで賑わう半ば観光地ともなっているようだ。
今日の宿舎「高峰高原ホテル」にチェックイン。まずはゆっくり温泉に
浸かって汗を流した。そしてビール。皆が異口同音に口にするのは“雨具
を着けずにすんだ”喜びと、今日登った山と高原の賛美。

夕食はフランス料理のフルコース。慣れないフォークとナイフを不

ホテルのディナー

器用に使って口に運ぶが、日常の食事と異なる味に“とにかく旨い”
としか表現できない。ワインもすすんだ。
ホテル前から佐久平の夜景を見て、部屋に戻り、灯りを消すとすぐ
に寝入ってしまった。
朝 4 時起床予定より早く 3 時過ぎには目覚めてしまった。外に出て
佐久平の夜景はスッキリ見ることができたが、仰ぐ星空の見えない暗
い空に少し不安かんじさせる今日の天気だが“必ず好くなる”と念じて部屋に戻って出発の準備にかかった。
予定通りの 4 時 30 分にホテル出発。今日の日の出は 4：41。すでに薄明るい。全員が浅間の山頂に立ち、
戻ることを絶えず心がけて歩くことを肝に銘じて登山口を出発。カラマツの樹林帯の登山道から時折視界が開
けて佐久平を覆う雲海から頭を出す八ヶ岳を眺めて歩を休める。カメラを抱えて下る人に声をかけた「浅間山
は望めましたか？」と。
「ダメでした」の答えが返ってきて“ムムム…そんなことがあってならんぞ！”の思
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いで浅間山の望める稜線に出たが“ムムム…見えない”浅間の周りに雲が湧き浅間山を隠していた。
第一外輪山・蛇骨岳

岩峰トーミの頭に立ったが、そこから望めるはずの絶景はない。早々に
黒斑山に向かう。陽射しも出てきてうっすらと浅間が姿を見せ始めた『ウ
ーム、大きい』とその山容をしばし見る。黒斑山に着いて逆光に薄黒くシ
ルエットを描く浅間山を眺めながら朝食（ホテルを早朝出発のため、朝食
を弁当にしてもらった）
。
天気は「完全に晴れ」となって蛇骨岳・仙人岳・鋸岳の第一外輪山の稜
線歩きは爽快。右には浅間山が聳え、左は嬬恋村の高原と四阿山、彼方に

第一外輪山の稜線

上州の山々が連なっている。J バンドから岩場の下りだがそんなに険しく
はない。賽の河原・湯の平の旧火口原はカラマツの幼木が多く自生してい
る。浅間山が噴火しなければ数十年後にはカラマツの森になるのだろう。
第一外輪山を見上げれば「爆裂火口」の切り立った岩肌がむき出しになっ
ている。
シラビソの樹林帯の「前掛山（浅間山）登山口」に着いた。『ここでバ
テ具合を見て浅間山を省く組に分ける』計画だったが、
『全員が余力あり』
と判断して進んだ。
標高差約 500m の登りは火山礫を踏んでジグザグ登る。

時々休んで呼吸を整えながら歩を進めた。第二外輪山に到達し、火山避難シェルターにザックをデポして目前
の山頂を目指した。山頂に着きハイタッチでその感激を交歓した。

浅間山（前掛山）山頂

山頂標識は「浅間山（前掛山）2524ｍ」とあり、ここからは入山
禁止となっている。下って火山避難シェルターで昼食とし、下山
を急いだ。平日なのに多くの人が登ってくる。高校生の百数十人
の一帯ともすれ違う。湯の平から草すべりの急登へ標高差 350ｍを
いっきにトーミの頭横の第一外輪山の稜線に出るコース。
そういえば火山避難シェルターで昼食中に登山の女性が『火山
館コースを下ればどこかでタクシーを呼べるでしょうか？』
『うち
のパパが“草すべりは下ったけど登れない”というんです。車坂
．．．．．．．．．．．．
峠に車があるので…』とパパのことを口説きながら問いかけてき
た。
「浅間山荘で呼べると思いますよ」と返しておいた。なんとも情けない登山者、いや「パパ」だ。
われわれはゆっくりと一歩一歩確実に足を前に進め、こまめに休みながら無事登りきり、トーミの頭に立っ
て今一度浅間山の全景を眺めて車坂峠の登山口に帰った。
ホテルの温泉で汗を流し、りんごのソフトクリームを舐めて甘味と涼感を味わい帰路についた。

《リーダーの大きな失敗、小さくすんだ被害》
その一：

ルンルンと車を浅間山目指して走っている途中、親不知あたりだったか急に思い出した。「あっ！登山靴を忘れ

た」。取りに帰るわけにもいかない。幸いウォーキングシューズを履いていたので初日の高原散策・籠ノ登山はなんとかなるだ
ろう。問題は浅間山だ。10 時間のロングコース、岩場やザレた登山道の登り下りを考えると靴は重要だ。小諸まで買いに行こ
うかと…。ホテル内をウロウロしていると婦人用品の展示販売している奥まったところに、登山靴がいくつか並んでいる。早速
フロントに「あれはなんですか？」と尋ねると「レンタルしています。1 日 1,000 円です」と答えが返ってきて、即“借ります！”
で一件落着した。

その二： 朝 9 時頃にホテルに到着した。ホテルのフロントに翌日の早朝出発のために朝食を「朝弁当」にするお願いに行
ったところ、
「堀井さんの予約は明日 16 日になっています」というではないか？？！！ネットで予約する時、日を間違えて入力
していたらしい。空き部屋を確認してもらい日の変更をしてもらって事なきを得た。
『もし空き部屋がなかったら……アー考えるのもイヤだ』

堀井 泰則 記
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山の○×話

忘れられた庭 ⑩
高橋 洋一

★ 私の仕事場は高度成長期の 60 年代の後半に、庄川の左岸堤防下の埋立地に伝統産業の協同組合として設
立されたものですが、後年、例外なくバブル崩壊の煽りを受け解散となりました。創立当初は環境もよく、
夏の夜には蛍が飛び交い街灯にはカブトムシ等の昆虫類、堤防下を流れる用水には鮎やウシガエル（食用
蛙）が沢山いたものです。作業場ウラにはかなり広い空き地があり、田舎育ちの親達は早速、泉水場を作
ったり柿の木やイチジク、草花を植えたりしていましたが、南向きのため日当たりが強く、また埋め立て
の土質も悪いのか育ちが良くありませんでした。
栃の木

★ 私も野草に興味を持ち始めた頃でしたので、山に出かけるたび腐葉土
や山砂を持ち帰り庭造りをまねていました。あるとき林内で草木を物
色していたところ、筆のように小さな朴葉の幼木と種から芽吹いた栃
の木を見つけ、大きく土ごと持ち帰り植えたところ意外と成長が早く 3
年くらいで背丈以上に。10 年もした頃には軒に届くほど大きくなりま
した。その間、数多くの野草も植え、育て方のマニュアル本など読み
手を尽くし育て？ては見たのですがほとんど数年で花はつかなくなり、
そして絶えていきました。友人からは「もういい加減にしたら？在るべ
き所にあってこそ生えるものですよ可哀想に…」と諭されて依頼、無益
な自己満足を恥じ、山取りは一切やめました。残った朴の木、栃の木は
相性が良かったのかその後も大きく育ち、約 20 年前から花を付け始め
ましたが、晩秋の落ち葉も葉も大きいだけに凄まじいもので大きな風の
後には地表を埋め、遠くまで散乱し気が咎めるものの掃除することもせ
朴の木

ず放置していました。

★ 一昨年、隣接する某有名企業が新社屋建設と同時に境界に高い塀を巡らせたので、何か嫌な予感がしてい
たのですが案の定、市の環境課より近辺から『枝が隣の地に達し、落ち葉に対する苦情もあるので早急に
対処（伐採）するよう』勧告を受けたのです。こちらも状況からみて断るわけにもいかず、そして昨年の
の春先ついにレッカーで吊り上げられ、無残にも寸断さ
れました。
★ 以来、見るのも忍びなくほとんど放置状態でしたが今年
の春、何気なく切り株を見たところ残った樹皮から、植
えたあの日と同じ一本の筆のような萌芽に葉も出ていま
した。なんと皮肉なものか、いまや建物共々老朽し、と
ても見届けることもできないというのに……。
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はじめて先の山行の「西籠ノ登山」のランチタイムで
試作してみました。みんなに試食してもらったところ

カップの中にお湯

ジャガイモサラダ
が水分を吸って柔ら
かくなります。それを
かき混ぜながらすり

を注ぎます。ジャガ

カップの中に柱状

イモサラダが半分ほ

のジャガイモサラダ

ど浸るほどに。

が入っています

潰すとできあがりま
す。これで充分食する
ことができます。
さらにソーセージ
やキウリなどがあれ
ば加えて、マヨネーズ
が入ればさらに良し。

「じゃがりこ サラダ」で
アッというまに
ポテトサラダができます

『グー』の反応あり。紹介することにしました。

三島野スポーツクラブ運営役員
任務分担

氏

名

住

〔世話人会〕
TEL

所

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 8 月は 5 日(月)・19 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。

・ 7 月は企画が少なかった。７月半ばまで梅雨の最盛期と予想して企画ができにくいですね。
さぁーこれからが夏山の本番です。
“紺碧の空に白い雲 高山植物が花開くお花畑。そして涼風が
頬なでる稜線歩き”出かけようアルプスの峰に！
・ でも…岩稜の稜線歩きは「三点支持」などの基本が大切です。
『訓練』を怠りなく！そのためのセミ
ナーに参加してください。自信たっぷりのあなたも復習のつもりで！
・ 浅間山企画は全員で踏破できたよろこびが伝わってきます。当初は〔B〕コースの予定の人も〔A〕
コースに。10 時間あまりの長時間行動をやり遂げたことに自信が持てますネ。
・ 山での食事は「おにぎりとカップラーメン」から脱皮するアイデアがあれば紹介してください。今
回の「ポテトサラダ」はホンの手始めとなるように。
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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