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大町市街から仰ぐ北アルプス 小木 清 画

○ 9 月 14 日(土)～16 日（月・祝）

槍ヶ岳
○ 9 月 22 日(日)

南木曽岳
自主企画
○ 9 月 11 日（水）～12 日（木）

朝日岳

イブリ尾根

□ 10 月 10 日（木）～11 日（金）
涸 沢―穂高の紅葉を愛でる
□ 10 月 27 日（日）
医王山 里の秋を歩く

山行報告
常念山脈縦走
雨の中の登山の喜びと苦しさの報告

大日連山縦走
「女子会企画」花と剱岳がわがものに

薬師岳
大きな山で大きな感動が…

雨の北アルプス縦走から学ぶ

荒井英治さんと的場邦夫さんの報告
書籍紹介

百名山 山頂はいつも仲間とともに

【集合出発】6 時 00 分 薬勝寺Ｐ
【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

3,180ｍ

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 FAX 25-2792（堀井）へ
【費 用】25,000 円
水俣乗越は東鎌尾根の最低鞍部の平坦地。大曲で分岐した
登山道が合流するここから東鎌尾根の登りがスタート。
稜線城の登山道から槍ヶ岳の眺望が大変美しく見える。
途中の三連のほぼ垂直のハシゴを降りきった所は、切れ落
ちて高度感たっぷりの東鎌尾根の核心部。

1,679m

長野県南木曽町

先月の会報で一泊二日の日程で案内し
ましたが、日帰りに変更します。

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
【集合・出発】4 時 30 分

薬勝寺Ｐ

【行 程】
登山口着 8：30

出発 9：00

金明水 9：40

登り・下りの分岐 9：15

山頂 11：15

魔利支天 12：00（昼食）12：30
♨ 15：00

避難小屋 11：30
登山口 14：00

帰着 19：00

標高差 650ｍ 技術★★★☆☆ 体力★★☆☆☆
Ｌ：堀井泰則
【参加申込】9 月 15 日まで FAX 25-2792（堀井）へ
【費 用】6,000 円（交通費）
※行動時間、標高差とも易いのですが、急な岩場や連続
するハシゴがあります。三点支持が必須です。
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北アルプス北端の山
2419ｍ

お馴染みの管理人ゆかりさんが迎えてくれる山小屋でくつ
ろぎ、美味しい夕食、…そして、富山湾に沈む夕日を眺める。
夏の喧騒から解き放たれた山でゆったりとするひと時も山
の楽しみです。

夕食の献立案内

【集合・出発】5 時 00 分 薬勝寺Ｐ
【行 程】
（マイカーで北又小屋まで特別の計らいで乗り入れします）
●１日目：小川温泉
夕日ヶ原

朝日小屋

●2 日目：朝日岳往復

北又小屋（イブリ尾根）

イブリ山

〈登り 標高差 1450ｍ〉
往路を下る

〈標高差 登り 270ｍ 下り 1720ｍ〉
体力度★★★☆☆ 技術度★★☆☆☆
(Ｌ)小坪哲彦 (ＳＬ)小竹茂樹
【参加申込】9 月 2 日まで小坪 FAX 56-3028 へ（先着 10 名限定）
【装 備】無雪期の通常の装備（朝夕は 10℃以下になります。長袖
シャツなどの準備も）
【費 用】小屋料金 9,000 円と交通費＆諸費

【集合・出発】6 時 00 分 薬勝寺Ｐ
【行 程】
1 日目 上高地

横尾

涸沢ヒュッテ

歩行時間 6 時間 標高差 登り 800ｍ
2 日目 涸沢ヒュッテ
奥又出合

（パノラマ新道）
徳沢

屏風のコル

上高地

歩行時間 7 時間 標高差 登り 250ｍ 下り 1,050ｍ
〈Ｌ〉未定 体力度★★☆☆☆ 技術度★★☆☆☆

国見平
鳶岩

939ｍ
鳶岩の岩峰

金山峠
白兀山

三蛇ヶ滝
菱広峠

歩行時間 約 5 時間
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大池

奥医王山

国見峠

詳細は次号会報に記載

メンバー：Ｌ 岩井富雄、ＳＬ 小坪哲彦、背渡健治、小竹茂樹、的場邦夫、堀井泰則、荒井英治、
峯 周二、小竹伸子、甲 厚子、長谷部節子、宮本久子、甲かほる
【行程】
7/28
中房・登山口 9：40

第一ベンチ 10：30

小屋 13：30（昼食）14：00

合戦

燕山荘 15：30

7/29
燕山荘 7：00
10：00

大下りのコル 8：00

切通岩分岐

大天荘 10：50（大天井岳へ往復）11：50

常念小屋 14：40
7/30
常念岳へ往復 5：30～8：10
常念小屋 8：30
チ 11：20

笠原沢出合 10：10

大滝ベン

一の沢登山口 12：10
明るい登山口

峯

1 日目は雨具なしで燕岳へ

．．

：人生初めての 2 泊 3 日の山歩きでした。2 日目の強い雨風と寒さは「人生、山あり谷あり」のさま
と重ね、感じたしだいです。

小 坪：生憎の天候でしたが、燕岳・大天井岳・常念岳と三山の頂上に立てて満足でした。
小竹茂：燕岳・大天井岳・常念岳といずれも初めての頂上を踏むことができました。“これぞ三島野の力”だ
と…感謝、感謝。次は天気の良い日に登りたいものだ！

的

場：燕から常念までの間（北ア・表銀座）は楽しみにしていた山岳風景は見えなかったが、コマクサが
切れ目なく咲いていたのに感動しました。

背
堀

渡：憧れの表銀座。雨の銀座もまた良し！花もたくさん見られてよかった。「再度挑戦！！」
井：久しぶりの常念山脈縦走に槍・穂高などの展望を期待したが生憎の雨模様に“ハズレ”。でも稜線は
まるでコマクサ街道でチョット感激。最後の常念岳は雨もあがってチョット満足。

長谷部：雨に打たれた山行でしたが、三日目の下りでたくさんの花が迎えてくれ幸せでした。
甲 か：三日間の山行、ケガなく無事に終え“ホッ”としています。いろいろご迷惑もおかけして、本当に
感謝しています。雨対策の準備は、今回パーフェクトでザック内は濡れずうれしかったです。たく
ましく生育しているコマクサに励まされました。

小竹伸：一句「こまくさや 行けども行けども 雨の道」
甲 厚：槍・穂高連峰を想像しながら、たくさんの花々に慰められながら雨の銀座コースを満喫しました。
常念岳山頂のつかの間の雲の切れ間の景色がすばらしかった。

宮

本：雨風にめげずに、無事三つの峰に登ることができ達成感い

荒

井：テント泊、小屋泊の両方体験した。久しぶりの山小屋での

っぱいです。ありがとうございました。
宿泊は混雑していなくて快適だった。雨に濡れた岩肌のし
っとりした感じもよかった。

岩

井：雨風模様の天候で大変な山行になりましたが、参加者の協
力で予定した行程をやり遂げることができました。2 日目
の稜線歩きは強風と雨に打たれ、顔に当たる雨粒が痛く冷
たく夏山登山の“爽快さ”とは裏腹でした。しかし、雷鳥
に出会い、コマクサの群生がいきいきと花を咲かせて楽し
ませてくれました。
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2 日目

一日雨の中を歩く

常念縦走登山で気づいたこと（雨天時の対応の巧拙）

荒井英治

７月２８日～３０日の常念縦走登山で気にかかったこと、見過ごせないことを、いくつか書きます。問題が
表面化したのは２日目の燕山荘から大天井岳を経て常念小屋までの縦走コースでのこと。北西のやや強い風が
吹いていて、雨が時々合羽に叩きつけるような荒天で、気温は尾根筋の風上で 11℃、風下で 14℃。大天井岳
の下の大天荘で休憩した時、リーダーの岩井さんの両腕が麻痺して合羽のファスナーも自分で開けれない状態
で、長谷部さんは強い寒気を訴えて、２人とも大天井岳登頂を諦め、登頂組が戻って来るまでの間、山荘のス
トーブで身体を暖めて回復を図ることになりました。幸い２人とも回復して、全員無事に常念小屋に着くこと
が出来ました。途中に暖かいストーブのある小屋が無かったら大変困った事態になったことでしょう。２人に
限らず、他のメンバーも雨具や靴の中への雨の浸透など辛い思いをしていたようでした。春山や秋山で今回の
ようなことがあればもっと過酷な状況になっていたでしょう。
そこで、雨天、雨風の時の雨具の防水機能の点検、雨具の適切な使い方について、一度見直してみることが
必要だと思いました。
雨の大天井岳の頂上

①雨具の防水機能は大丈夫か？
ゴアテックスなどの透湿防水機能のある雨具は劣化し
ます。何時までも購入時の性能が維持されるはずは無く、
いつか買い換える時期が来ます。この時期の見極めがな
かなか難しく、また高価でもあり、まだ大丈夫と、古く
なった物を何時までも使い続けることになりがちです。
ところが雨具の限界が明らかになるのは大抵、悪天の下
での長時間の歩行の時で、軽度の雨や短時間の歩行の時
は、劣化に気づくことはありません。そのため、ゴアテ
ックス雨具を持参しているから雨天でも雨風でもドンと

来いといった誤った考えを持ってしまいがちです。身体の濡れはボディブローのようにジワリジワリと効いて
きてついには歩行不能の状態になります。その時になって後悔しても遅いです。見極めはどうするか。 私見
ですが、自分の使用頻度を考慮して信頼の置ける山道具専門店で聞くしかないと思います。古くなった雨具は
普段の生活で活用すればそれほど勿体無くも無いのでは。

②雨具は正しく使用しているか？
せっかくの高機能の雨具も、袖口や裾口の処理が拙いと雨水が入ってきて腕
や靴の中を濡らしてしまいます。
雨具の袖口から雨水が滲みて来て中のシャツが濡れて手や腕が冷えてくるこ
とになります。手首を肘より低く保っていればそれは無いので、スティックの
長さの調節は適切に行いましょう。岩場等を登る場合は袖口をしっかり締めて
おきましょう。

③雨天時のシュパッツと雨具（ズボン）の併用
雨具（ズボン）の上にシュパッツを付けると余計に靴の中へ雨水を入れるこ
とになります。雨の時はシュパッツを着けないで雨具（ズボン）だけにするか、
併用する場合はシュパッツを雨具（ズボン）の下に着けるようにしましょう。
雨具（ズボン）の裾を靴の泥で汚れるのを嫌ってのことだと思いますが、靴の
中が濡れると不快だし、足の疲労が余計増すだけです。ズボンの裾は泥で汚れても仕方ないと諦めましょう。
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④ウエストベルトの適切な使用
人によって多少違いますが、１０キロ以上のザックを背負って長時間歩く場合、ウエストベルトを上手く活
用しないと肩に荷重がかかり過ぎて腕が痺れてきて辛いことになります。 極端な場合、握力が低下し、岩場
を通過する時、とても危険な状況になります。 ウエストベルトを正しく使って、肩にかかる負担を軽くしま
しょう。 ウエストベルトのパッドを腰骨にしっかりと当ててからベルトを締め増しして、ザックの重みを腰
で受け止めるようにしましょう。今回の岩井さんのケースは雨に濡れたテントなどでザックが相当重くなって
いたこと、ウエストベルトが正しくセッティングされていなかったこと、袖口からの濡れ、の３つが重なった
ことが原因だと思います。

⑤ザックの中の濡れ防止
雨がひどい時はザックカバーをしていても雨具の水がザック内へ浸透してきて中の物が濡れます。一番良い
対策は丈夫な大き目のビニール袋（漬物袋など）をザックの中に広げて、そこへ全ての物を入れて、口をしっ
かり縛っておくことです。
長々と書きましたが、遭難や事故を未然に防いで、無事に自宅へ帰ってくるために必要なことなので、是非
とも実践して頂きたいと思います。

蘇った ゴアテックス レインウエア
今まであまり撥水効果のなかったゴアテックス雨具を、インターネットで探した洗濯用洗剤、強力撥水剤
を使用し洗濯をしたウエアーを、七月の常念岳山行で初めて効果を試す機会に恵まれました。効果のほどは驚
きでした。洗濯屋さんに出したよりも効き目がありました。ウエアーと一緒にゴアテクッスのものを一緒に洗
濯できます。皆さんも一度お試しください。製品は下記の通りです。価格は洗濯用洗剤と撥水剤（各 1L）で
4600 円ぐらいです。洗濯の仕方は製品に書いてあります。洗濯機で洗えますよ。容量の少ないものはもっと
安いです。

（的場邦夫 記）

三日目

メーカー名 ニックワックス
製品名 緑 テックウオッシュ （ゴア専用洗剤）
青 ダイレクトウォッシュイン（ゴア用撥水剤）
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雨もあがって常念岳へ

背景は横通岳

奥大日岳～中大日岳～大日岳
メンバー：Ｌ/長谷部節子、甲かほる、小坪昭子、竹内啓子、堀川克子、岩井富雄、小坪哲彦
【行 程】
8/8
立山駅 7：40
新室堂乗越
七福園

室堂着 8：45 発 9：00
奥大日岳 12：30（昼食）13：05

中大日岳 15：15

大日小屋 15：37

8/9
大日岳を往復
牛首 11：30

大日小屋 7：00

大日平山荘 9：50

称名登山口 12：20

（13：10 発バスで立山駅へ 13：25 着）

竹

内：こんなに堂々とした剱岳を眺められて幸せ。弥陀ヶ原から称名川へ―ほとんど垂直に切り落ちてい
る風景に息を呑むだけでした。お花も一杯咲いていてうれしかった。

小坪昭：いつかは称名渓谷とその上にある弥陀ヶ原台地を見たいと思っていました。今回対岸にある奥大日
岳・大日岳歩きで、その広大さと美しさに圧倒され感動しました。健脚の(Ｌ)は凍ったパイナップ
ルを用意してくださりありがとうございました。頬張ると元気になりました。また、男性の力添え
があったからこそ楽しい登山になりました。いつかまた奥大日岳に行ってみたい。

甲

か：いつも立山高原バスから見ていた大日岳の縦走が叶いました。右手に剱岳、左手に称名川の渓谷と
立山スカイライン。お花畑も次々と…今年が当たり年のコバイケソウは見事でした。登山用グッズ
（例えば塩、バンテリン、保冷袋 etc）も常備したいと思った山行でした。

小坪哲：大日連山から間近に見る剱岳の壮大な勇姿に思いを寄せていました。室堂乗越で雲の間から顔を覗
かせた剱岳はやはり王者の風格そのものでした。それにしても「名ばかりロマッチック」だったラ
ンプの宿・大日小屋のトイレとメシのマズさ。いつかは何とかしてほしいナ…。
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花の大日連山 初 縦走
堀川克子
その日が近づくにつれ、迷い癖が出始めた。私にとって、初イベントや初チャレンジの前に決まって始
まるものだが、今回は、親介護の明け暮れを口実に足馴らしもせず大日縦走にチャレンジするのは、同行の皆
さんの足手まといにならないだろうか、体力もバランス感も不安で自信がないことだ。でも、5 月の「女子会」
で“一度は行きたい山”として大日岳を希望したのは私だから引っ込みがつかないし…。手持ちの「花の百名
山」や「富山とっておきの山」などのガイドブックをパラパラめくってみれば花いっぱいの山の魅力を紹介し
ているし、やっぱり行くしかないだろう。リーダーや同行の皆さんに迷惑をかけることになるだろうと覚悟し
て慣れない準備をした。

新室堂乗越から地獄谷を俯瞰

緊張気味に迎えた当日、朝 9 時、室堂からいよいよ新室堂乗越
へ向けて出発する私たちに『みなさん、この眺めはこれが最後で
すよ。ここにはもう戻りませんから。』と代表の岩井さんが軽く声
をかけられたが、私には『最後』と｢｣戻りません』の言葉が妙に
重く響いた。“無事に下山できますように”とひそかに祈る。
幸いにも「梅雨明け 10 日」の好天に恵まれ、眺望はきわめて
良好。活発に活動する地獄谷を迂回し浄土沢を渡ると、いよいよ
登りに入る。真っ青な大空のもと、色とりどりのテントで賑わう雷鳥平や観光客いっぱいの室堂平を眼下に見
て、立山三山の稜線の広がりを楽しみながら、足元に意識を集中してひたすら登る。遅れないように、滑らな
いように一歩・一歩。
進むにつれ、群生するハクサンイチゲ、斜面いっぱい白色で埋め尽くしているコバイケソウやウラジロタデ、
タカネナナカマドの花たちが、涼風に揺れながらやさしく出迎えてくれる。雪解け間もない足元ではチングル
マやコイワカガミ、イワイチョウの花たちが一斉にささやきかけてく
れる。1 万年もの間、ひたすら命のリレーを絶やさず、今年から来年へ
のバトンタッチをしようと咲いている花たちの姿がけなげで愛おしい。
新室堂乗越までは、息切れ・動悸にもなんとかめげず、前後から支え
てもらって進めた。小休憩で水分を補給した後、緩やかな起伏が続く
稜線に入ると、右手後にくっきりと剱岳の迫力ある容姿が現れ始める。
コバイケソウの群生

暫し足を止めては、荒涼とした地獄谷や称名渓谷を見下ろし、天狗平

から鍬崎山までのパノラマ眺望を楽しむ。
ようやく奥大日岳山頂で午前の行程が終了し、昼食。その頃には大谷から湧き上がるガスで剱岳が次第に隠
れ始める。食後のホットコーヒーに力づけられて午後の行程に移る。急な下りのガレ場やヤセ尾根を越えるま
では花を見る余裕はないが、やがて、コシジオウレン、キヌガサソウ、サンカヨウ、エンレイソウなどの春の
花たちが残雪の道を分け入る私たちを励ましてくれる。カライトソウ、ミヤマキンポウゲ、イワイチョウ、ハ
クサンフウロ、クルマユリ、レイジンソウ、キンコウカなど、色とりどりの夏の花たちも尾根道で迎えてくれ
る。岩場では「見過ごさないで！」とアカモノ、ツガザクラ、アオノツガザクラ、たちが目を引き付ける。ミ
ヤマリンドウ、アキノキリンソウ、ワレモコウなどの秋の花も短い季節の彩りに加わり懸命に咲いている。ま
さに百花繚乱。見事・みごとの一言。花の百名山に相応しい光景を目前にして、本当に連れてきてもらってよ
かったと実感した。
さて、ここからが今日のハイライト。小屋にたどり着く手前の巨大な岩石が重なり合う七福園を超えな
ければならない。
「話を止めて、足元に集中して！」との注意に岩に掛ける足に満身の力を込め、慎重に跨ご
うとするが、情けないことに太ももの裏側が痙攣して動かなくなった。本当に足手まといになってしまうとは、
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七福園

雲がかかる立山

『何たるピンチ！どうしよう』
。ここですかさずベテランの威力に
助けられることになった。所持された塩とクーリングスプレーの
おかげで、再び動くようになった。到着時間に多少の遅れが出た
が、皆さんのサポートによってようやく小屋にたどり着くことが
できた。痛くほろ苦い体験となったが、大切な登山の基礎・基本
を教えてもらった。
それでも、薄紅色に染まった剱岳を正面に見ながら、一日を振

り返り語り合った夕食前のミーティングは、実に爽やかで清々しかった。電気のない山小屋で過ごす初めての
夜は長く、何度も寝返りを打ち、まどろみながらいつの間にか朝を迎えた。
翌朝は視界不良。5 時半の朝食後、大日岳山頂までガスに包まれた山道を 30 分ほど往復した。山頂の三角
点を確認し、一昨年見た「剱岳 点の記」の主人公・柴崎芳太郎の偉業を偲びながら記念写真に収めてもらっ
た。
下山途中で 5 メートルほど先の岩場で動いているものを確認。赤い鶏冠

大日小屋の前で

のアイシャドーの雄のライチョウだ。近づくと飛び立ち隠れてしまったが、
幸先のよい出会いがうれしかった。
午前 7 時には小屋を出発し、緩急のある長い下り道を滑らないように足
を運び、幾つかの渓流を渡りながら、大日平まで 800 メートル下がる道を
辿る。目の前には称名川の深い谷を隔てて弥陀ヶ原が広がっている。次第
に水平に近づいてくる対岸を眺めやりつつ、かねてから一度は通ってみた
いと思っていた大日平の木道を歩いている幸せを感じる。昨年・夏、この
大日平がラムサール条約登録湿地になったと聞くが、木道の傷みが気になった。
赤い屋根の大日平山荘で暫しの休憩をとった後は、称名滝側へ降りる急な下り道を辿ることになる。標高が
下がるにつれて、樹林帯の中を歩く顔に汗が噴き出し、視界がぼやけてくる。やがて、降り口に近づいて来た
ことでピークに達していた疲れが和らぐ。人声が近くに聞こえるようになり、ようやく縦走が完了となる。安
堵感とともに達成感に浸った。
こうして何回も迷惑をかけながらも、ベテランメンバーの方々の暖かいサポートと配慮により、無事 1
泊 2 日の大日連山縦走ができたことに深く感謝したい。

西岡 健二 著
発行：日本機関紙出版センター 初版 1998 年

書籍紹介

著者は大阪市役所の職員。職場で労働組合

の活動をしながら労山の山岳会で多くの仲間

とまた家族と二十五年かかって踏破した「百

名山」をともに登った仲間のことを語りなが

本の「はじめに」のおわりに『「日本百名山」

ら紹介している。

に出会えたこと、もっといえば、
「知的・肉体

的遊戯」といおうか、メンタルでピュアな思

いをさせてくれる「山登り」そのものと、多

くの素晴らしい山仲間にめぐり合えたことに

心から感謝したい。この本は、私と、そして

ともに「日本百名山」に登ってくれた百十七

人の記録でもある』と述べている。

そして、
「あとがき」で『映画「男はつらい

よ」シリーズで、
「人間ってなぜ生きてるの」

と甥の満男クンが聞くのに答えて「それは、

生きていて良かったなあってシミジミ思うと

きがあるだろ。その日のために生きているん

だよ」と寅さんはいう。山登りもそっくり置

き換えられるような気がする』と著者は言う。
．学
．がここに語られているようなき
著者の哲

がする。多くの仲間をつくり、長く山に向か

っている源泉とでもいえるのではないかと思
います。
（堀井）

十三ページに

印象的だった

一節を紹介し

ます。
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A5 版 352Ｐ 1,700 円

2,926ｍ
メンバー：
〈Ｌ〉的場邦夫、〈ＳＬ〉背渡健治、小竹茂樹、小坪哲彦、福島忠義、峯 周二
上田千秋、小坪昭子、島倉津也子
【行 程】
8/17
折立登山口 7：05
10：20

三角点 8：40

五光岩ベンチ

太郎兵衛平 11：20（昼食）12：00

薬師岳山荘 14：15
（的場、峯、福島 山頂往復 14：40～15：50）
8/18
薬師岳山荘 3：55

山頂 4：50～5：20

食 6：00～6：30
～8：55

出発 6：45

五光岩ベンチ 9：30

山荘で朝

太郎兵衛平 8：30
三角点 10：50

登山口 12：30
（亀谷温泉・白樺ハイツで昼食 入浴後帰路に）

上

田：初めての薬師岳登山です。大きな山でした。無
事登頂で来てよかったです。

小竹茂：〈Ｌ〉の企画がよかった。ご来光を一瞬見るこ
とができた。雄大な薬師岳の自然のパノラマを
満喫することができました。またリーダーをお
願いします。

小坪昭：薬師岳の優美な山容はどこにいても見える大き
な山なので、いつかは登ってみたい憧れの山で
した。日の出も見られ、空気は美味しく風は涼
しくとっても楽しい山行でした。的場Ｌありが
とうございました。

背

渡：楽しい薬師岳でした。山小屋として薬師岳山荘
は最高！

小坪哲：三島野ＳＣにすばらしいニューリーダー誕生となった意義深い山行でした。的場さんありがとう、お
疲れ様でした。これからもリーダーをお願いします。

島
福

倉：何もかも良かった。特にリーダーは指導力があり素晴らしいと思いました。
島：2 日間晴れの楽しい山旅でした。1 日目はお花畑あり軽やかな足取り。2 日目はチョッピリ御来光の頂
上アタック。有意義な山歩きでした。

峯

：薬師岳山頂に初日の午後と 2 日目の朝の二回アタックして感激しました。頂上の薬師観音の祠に 300
円入れ願い事をしてきました。よく晴れてよかったです。

的

場：はじめてリーダーのデビューの山行で、全員が無事に山行を完遂することができたことが何よりです。
天候にも恵まれて全員で山頂での日の出を拝めて最高です。

8／24

小遠見山日帰りトレッキングは天候不順のため中止しました
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登りたかった薬師岳

――薬師如来とご来光と熊と
上田千秋

下界は連日の猛暑が続く中の薬師岳登山日程。
登山口の折立（1350ｍ）に着いたが、駐車場はすでに車がずらりと並ぶ。全国の各地のナン
バーに「さすが薬師岳」とその人気ぶりを目の当たりにした。
早速、準備を整え、三島野ＳＣ山行の初リーダー的場さん以下 8 名は登り始めました。今回
のメンバーのほとんどが薬師岳登山の経験者のベテランで、初めて挑戦する私はパーティーの
ブレーキにならないよう気を引き締めて登り始めました。
樹林帯をぬけ三角点（1871ｍ）に着く頃には気温が高くなってかなりきつくなってきて、水分補給が欠か
せません。雲ひとつない青空のはるかに剱岳、槍ヶ岳の勇姿と眼下に青々と水を貯めた有峰湖。素晴らしい景
観が疲れを癒してくれます。
太郎兵衛平(2330ｍ)の小屋前で雄大な薬師岳を仰ぎながら昼食。そして、カラフルなテントが引き締めあっ
ている薬師峠キャンプ場を過ぎて約 400ｍの登りです。沢もある登りで息があがります。リーダーの「ここを
頑張って越えればお花畑があるよ」
、後方から「ファイト！もう少しだ」の声がかかる。ＳＬの「一本入れよ
う」などみんなの励ましに本当に救われました。
薬師岳山荘（2701ｍ）についてようやく一日の行程を終えた安堵
感が心と体に広がった。余力ある 3 人が山頂を目指した。私たちは
外のテーブルを囲んで山談義。夕食後、明日に備え早めに就寝。新
しい山荘は快適な睡眠ができそう…Ｚzz…。
4：00 まだ暗い中ヘッドランプを点けて山頂に向けて出発。さす
がに気温は低く休憩することなく一気に頂上に立ちました。『2926
ｍの薬師岳についに登ったぞ！』。祠の薬師如来様に心を込めてお参
りし、ご来光を待つ。漂っていたガスが一瞬晴れてまん丸い太陽が
昇ってきました。誰ともなくいっせいに歓声と拍手がわきあがり、ご来光に思わず手を合わせました。
山荘に戻って朝食。そして下山。登りでは花を見る余裕がなかっ
た私ですが、下る登山道脇にニッコウキスゲ、チングルマなどの群
生を見つけ楽しみました。太郎兵衛平を下りた辺りから多くの登り
の登山者とすれちがいました。テントを担いだ若いカップル、中高
年のグループ、乾麺を運ぶボッカさん、地元上滝中学の美化活動登
．．．．
山など多士済々でした。
愛知大学遭難碑に手を合わせ、もうすぐ折立登山口というところ
で 20ｍ程先の藪の中から突然熊が現れ、こっちをいったん睨んで
登山道を横切りまた藪の中に入っていきました。ビックリ！ビックリ！でした。
なんだかんだで無事下山できて本当によかったです。リーダーをはじめ皆さん
に感謝・感謝です。薬師岳は聞きしに勝る大きな山でした。
富山平野のどこからでも望める大きな山。“いつか登れたらいいなぁ”と思っ
ていましたが、三島野ＳＣに入会して 4 年で始めて目にした「薬師岳企画」
。
“登
りたい！”でも、いつものことながら体力に不安…。「今日やりたいことを先延
ばししない」と常々小坪副代表がおっしゃっているのを思い出して参加しました。
本当に達成感がありました。しかし、登りたい山に登るには日頃の鍛錬も
必要だと痛感した薬師岳でした。
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小学校の立山登山にサポーターとして同行して

荒井英治

射水市の中太閤山小学校では夏休みに６年生全員が立山へ登るのが恒例となっています。今年も８月６日、
７日の両日、６年生全員６３名が立山登山に挑戦しました。
その登山指導助言者として、校区の住民でもある三島野スポーツクラブの山田格さんがこの１０年間ほど
ボランティアとして協力してこられました。その山田さんから、自身の体力も考えて、誰かその後継をとい
う話が出され、世話人会で話し合って、私がその役を受けることになりました。クラブとして今後継続して
引き受けるのか、個人として受けるのかの結論は出ず、ともかく、今年１年に限って、山田さんの他に荒井
が試験的に体験してみるということでの参加となりました。
７月２２日に校内で事前説明会があり、６年生児童全員に、山田さんが注意事項と立山の自然・高山植物
について写真映像をまじえて話をしました。
１日目は朝７時３０分に２台のバスで学校を出発
して、途中常願寺川の大転石と称名滝を見学し１２時
頃に室堂に到着。そこで弁当を食べてからミクリガ池、
玉殿岩屋、立山室堂山荘を見学した後、バスで宿泊場
所の弥陀ヶ原にある立山荘まで戻り、入浴と夕食を終
え、午後７時１０分から、山田さんの知人で、古い山
仲間でもあるナチュラリストの伊東さんが立山の自
何ヶ所も雪渓をトラバース

然、特に雷鳥のことを１時間余り話されました。その

あと、引率の先生９人とボランティア３人で１日目の反省と明日の雄山登山への注意点を話し合いました。
児童を預かる先生たちの事故防止にどれ程気を使っているかが感じられて、明日は自分もしっかりと役目
を果たさなければとの自覚を強くしました。その後は部屋に戻って、山田、伊東、荒井の３人で座談となり、
山田さんと伊東さんが若かりし頃の山の話を楽しそうに話しているのを聞いていました。物資が無かった頃
の、米軍払い下げの重いテント・寝袋を担いでの登山の話などとても興味深く、めったに聞けない話を聞か
せてもらいました。昭和３０年代の労山発足当時の山男たちの率直で濃密な人間関係を羨ましく感じながら。
２日目は朝７時３０分に立山荘をバスで出発し、８時に青空の下、室堂から登山開始。１１時過ぎに雄山
登頂。班ごとに記念写真を撮り、下山。午後１時頃に一の越でお昼弁当を食べ、室堂へ午後３時頃帰着。 あ
とはバスで学校まで直行。
反省点と感想
子供たちが一番難儀したのは雄山頂上から一の越まで
の下りでした。砂や小石の多い場所では石車で滑り易かっ
たため、恐怖感からか、多く児童が最初からお尻を地面に
つけて身体をズラシながら下りていました。靴底全体を斜
面に平行に接地させる歩行法と、急な岩場では後向きで岩
を掴みながら降りる方法もあることを、直前に実技指導し
ておけば良かったかなと思いました。先生たちが子供たち
に、立山登山という非日常の体験を味わわせてやりたいと
いう思いと、それを叶えるための用意周到さを身近で見て、
自分もその手助けが出来たことにとても満足しています。
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雄山山頂からザレ場・ガレ場の下りが続く

『百名山・山頂はいつも仲間とともに』には著者

の山に関するエッセイも載っています。その中から

一節を紹介します。

住

人はなぜ山に登る ―――

名

「山があるから登るのだ」という名言がある。英

氏

国の登山家・マロリーの名言だが、マロリーは漠然

任務分担

と「山があるから登る」といったのではない。
「なぜ、

三島野スポーツクラブ運営役員

あなたはエベレストに登るのか？」という記者の質

問に答えて「まだ誰も登ったことのない最高峰エベ

レストがそこにあるからだ」と言ったことが歴史の

真実だ。

（略）

推理作家で学生時代に登山の経験のある森村誠一

氏は、人が山に登る行動をとるためには四つの条件

が 必要 だ、と 語って いる。 四つ の条件 とは「 時間」

「お金」
「体力」そして「山恋い」というのだ。

前の三つの条件はかなり現実的だが、山が恋しい

という気持ちがないと、山に登る行動にはならない

といっている。

山登りは生涯を通して楽しむことができるが、細

くても長く山登りと付き合うには、この「山恋い」

の気持ちが左右するのかもしれない。

大キレットの
岩稜を登る
山ガール

〔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 9 月は 2 日(月)・23 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。

・ 9 月企画は誰もが一度は登りたいと思う「槍ヶ岳」
。東鎌尾根の稜線歩きに期待しています。また、
当クラブ初めての企画「南木曽岳」チョット遠いのですが、日帰りとなりました。
・ 雨に打たて歩く北アルプスの稜線は、装備しだいでは大変なことになることを体験しました。こん
な経験は大切です。それを教訓にして更なるステップアップを！
・ 大日縦走と薬師岳。それぞれに“あこがれ”の山を、仲間の力も得ながら苦難を乗り越えてやりき
った熱い思いが綴られています。読むわれわれにも仲間と登る素晴らしさが伝わってきました。
・ 荒井さんが「学校登山」のサポートの経験を寄せてくださいました。いろいろなリスクがある高山
でのそれは、やり遂げた時の子どもたちの笑顔が何よりのご褒美なのだろうと思います。山田さん、
荒井さんご苦労様でした。
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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