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独鈷山(どっこさん)長野県青木村 小木 清 画

自主企画

12／7～8
12／15

三つ峠山

二上山＆忘年会

山の身体を考える シリーズ

山のアナリスト・山岳ガイドが見た実態・エピソード・提言

参加申込は
終了しました

一昨年に同じ企画をしましたが、天候不順で忘年会のみとしましたが小
雨をついて歩いた人から「よかった～」との感想を聞きました。

＆
【二上山ハイキングコース】
万葉線の米島口電停から歩きはじめ、城光寺の滝
からの登山道から二上山頂上へ。さらに大師ヶ岳を
経て、雨晴海岸の義経岩に出ます。海岸沿いに忘年
会会場の「越の庭」へ向かいます。
歩行時間：約 5 時間 30 分～6 時間
〈Ｌ〉賀久博幸
【忘年会】
二上山ハイキングを終え、入浴後 15：00～16：00 が
忘年会となります。
会費は 6,000 円くらいを予定しています。
尚、詳細については次号会報№159 で案内します。

自主企画

企画者
堀井泰則

雪を抱く富士山を眺める山に登って、飽きるほど富士山を眺めて
みたいと企画しました。
この時期、北陸は霙まじりの時雨模様が続きますが、太平洋側は
晴天の日が続くようです。
【日程】
12/7

山梨県 1,785m

各高速道を経て、中央道・甲府南 IC
四季楽園（泊）

12/8

頂上

下山

登山口

頂上

登り：標高差 約 500ｍ 2 時間
川口湖畔で♨

帰路へ

下り：標高差 1,000m 3 時間
◆体力度・技術度とも ★★☆☆☆

〈L〉堀井泰則

【費用】20,000 円 （交通費、宿泊費、保険等雑費）
【装備】積雪はあっても僅かですが冬装備（軽アイゼン・防寒）
【参加申込】11 月 30 日 FAX 堀井 25-2792 へ
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メンバー：〈L〉的場邦夫、上田千秋、甲かほる、岩越理代、甲 厚子
加藤日出子、古川三郎、島倉津也子
コース：土沢登山口コース（風吹岳、風吹大池周回 へ往復）
薬勝寺 P 5：30
水場 9：12

登山口出発 8：05
風吹山荘 10：17～25

大池湖畔で昼食 11：25～50
登山口 14：40

硫黄・温泉沢 8：22
風吹岳頂上 10：55

大池周回し山荘 12：45 下山

来馬温泉・風吹荘で♨ 帰路へ 薬勝寺 P 18：08

的 場：12 日の予定でしたが、天候悪く 13 日に変更したため 10 人参加予定が 8 名になりました。男性は二人
のみで「女子会登山」に参加したようで楽しかったです。紅葉はピークを過ぎていましたが、
“まあま
あ”で、青空がなによりでした。

甲 厚：青い空、木々の紅葉、コバルトブルーの池。草紅葉が素晴らしい山でした。くせになりそう！
古 川：5 年前にきた時は風吹岳に登らなかったので、今回の山行に大満足です。前回は北野コースでしたが、
今回は土沢コース。〈L〉に感謝しています。

島 倉：風吹大池の周辺の紅葉が白いダケカンバによく映えて美しかった。最高の一日でした。
上 田：風吹大池で紅葉を眺めながらの昼食がよかった。草紅葉の平原の向こうに見えた朝日岳が雪化粧して
美しかった。

岩

越：今回の山行は女子多数のまるで「女子会」でした。大池を一周しながら木々の紅葉や草紅葉を楽しみ
ました。雪をかぶった朝日岳もみえましたヨ！

加 藤：土曜日の予定が日曜日に変更されて、最高の天気になり最高でした。
甲 か：久しぶりの山行だったので大変疲れました。でも、今年初めての素晴らしい紅葉が見れてよかったで
す。草紅葉も素晴らしい！！

山のアナリスト・山岳ガイドが見た実態・エピソード・提言

その 1

「山と渓谷」
№885 より

登山道だって明るくして！
「『山小屋で風呂に入れない』といって怒る登山者は日常茶飯事ですが、あんな人は初めてでした」と語るのは
ガイドの C さん(32)。ツアーに足の遅い人がいたため、山小屋に着く前に日が落ちて薄暗くなってきた。全員が
ヘッドランプをつけて歩くが足元が見えづらいのかある人が転んでしまった。その客は「どうして登山道に外灯
を点けないんですか。危なくて歩けない！」と突然激怒。あまりの理不尽さに開いた口がふさがらなかった C さ
んだった。

3

939ｍ
メンバー：
〈L〉背渡健治、
〈SL〉峯 周二、小坪哲彦、小坪昭子、竹内敬子、宮本久子、福
島忠義、長谷部節子、古川三郎
【行 程】石川県側からのコース
薬勝寺 P 7：55

登山口・医王山ビジターセン

ター9：07～30

大沼 10：58～11：07

しらはげやま

三蛇ヶ滝 白兀山12：15～25
12：30～13：00
13：55

のぞき

見晴台（昼食）

覗 乗越 13：22

地蔵峠

医王山ビジターセンター14：50

ぬくもりの湯で♨と子持ち鮎を楽しみ帰路に着
き薬勝寺 P 17：40
※ビジターセンターで「降雨後のトンビ岩～奥医
王山は危険」とのアドバイスを受けて回避した。

ひとくち感想
峯

：早朝の雨で中止となり金沢散策に予定変更と思いましたが、皆さんの日ごろの行動が良いのか？
晴れて落葉の山道を（ぬかるみも多少有りましたが）気持ちよく（ルンルン）山歩きを楽しみました。

背

渡 ：今から 12 年前に三島野からデビューした山が医王山、今度リーダーとして登るとは？笑い。
子持ち鮎は最高！！

宮 本 ：予想以上に天候、紅葉も素晴らしく、登り下りも厳しく今日登って大満足です。
小坪昭：雲と青空のバランスのとれた素晴らしい登山でした。医王山 896ｍ地点まで行け
紅葉と黄葉の中、趣のある山行でした。何もいうことありません満足でした。
リーダー背渡さん有難うございました。

古

川：だんだんよくなる医王の空に、白兀（はげ）の頂き湯気上る！！
（編者注：今回の山行の最高到達地点は白兀山 896ｍでした）

長谷部：低山なのに高低差があり大変でした。
竹 内：久しぶりの山行。なのに前夜から雨、夜明けにも雨・・・。中止になるかと心配しながら集合場所へ
行く。雨を心配して奥医王山はカットされたけど最後まで雨は降らずラッキーでした。
リーダーの下見のおかげで本当に楽しい一日でした。

福

島：前夜の雨で道は荒れていたが、紅葉を眺めながらブナ林の中、落ち葉の上を歩く感触がよかった。き
れいに整備された登山道がいくつも有り変化に富んでいて、地元に親しまれている山だと思った。

小坪哲：木漏れ日の中、落ち葉の絨毯を踏みしめながら、晩秋の一日を楽しませてもらいました。
背渡リーダー有難う、お疲れ様でした。

山のアナリスト・山岳ガイドが見た実態・エピソード・提言

その２

「山と渓谷」
№885 より

ガイドと登山者、どっちが非常識？
その日の岩登りの講習会はガイドと D さん(53)のほかに、童顔の E さん(41)という女性の３人だった。D さん
が「とても 40 代には見えませよ」と言うと、「わたしなんてもうオバサンですよ」と E さん。そこでガイドが
「じゃあオバサン、このロープ持って」と言った途端、E さんの顔が般若のように変わった。「どうして私があ
んたにオバサンと言われなきゃならないのよ！」と烈火のごとく怒る E さん。なれなれしく「オバサン」とよぶ
ガイドと、自分をオバサンだと言いつつ、人から言われるとキレる E さん。どちらが非常識か、D さんには判断
がつかなかった。
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紅葉の医王山を歩く
福島 忠義
気になっていた台風は過ぎた。しかし、前夜から降った雨の影響もあり山行きはどうなるかと思ったが、楽
しみにしていた医王山に行くことができた。
南砺市福光と金沢市にまたがり、奥医王山、白兀山などの総称である医王山には何度か登ったが、随分前の
ことでいつ頃だったか記憶に定かでない。
曇り空の中「医王山ビジターセンター」に到着した。今回は石川県側からのコースを〈L〉は選んだ。登山
道はきれいに整備されていて気持ちのいい山歩きです。会話もはずみ、ルンルンのハイキングコースを落ち葉
を踏みしめながら軽やかな気分で大池平を目指して進んでいくうちに、時々陽が射すようになってきた。雨の
心配は無用な様子になってきた。
40～50 分ほどで大池のある大池平に着いた。トイレも完備された休憩所があり、ベンチなども設置され
格好の休息地になっている。
大沼は美しい池です。小さな島のような岩がありよい眺めです。また水面にトンビ岩が影を落とし、見上げ
るとそこにはトンビ岩がそびえ立っていて“絵になる”光景を醸し出している。大池平で休憩した後、三蛇ヶ
滝へと進みますが、登山道は濡れていて滑りやすく緊張しながら歩く。三蛇ヶ滝は三段になって勢いよく水し
ぶきをあげていた。この辺りにはサンショウウオが生息しているらしい。紅葉で絵になるような景観が広がっ
ている。このあと、最大の難関トンビ岩に挑戦する予定でしたが、岩が雨で濡れていて危険であるということ
で今回はパス。
暫く景観を楽しんだ後、大池平に戻って長く続く白兀山への登りとな
る。登山道は歩きにくかったが、まわりの紅葉に色づいた山々を眺め、
楽しみながら進んだ。白兀山（896ｍ）に着き、5 分ほど下りた展望のあ
る場所に移動して楽しみの昼食とした。腹ペコの胃袋におにぎりは何よ
りのご馳走となって美味しかった。
白兀山から遠く金沢市外が一望でき、絶景を楽しむことができました。
このあと、夕霧峠（菱広峠）を経由して奥医王山山頂をめざす予定でし
たが、時間の都合もあって予定を変更して覗乗越から覗へと向かいまし
た。覗からの見晴らしもなかなか素晴らしく、眺望を楽しみました。地
蔵峠を経て登山出発口の医王山ビジターセンターに無事到着しました。
医王山は変化に富んでいる山でした。そして、よく整備された多くの登山道があり、誰でも楽しく登ること
ができるようです。
充実した楽しい山歩きの一日でした。皆さんありがとうございました。

山のアナリスト・山岳ガイドが見た実態・エピソード・提言

その３

「山と渓谷」
№885 より

山登りに限ったことではないでしょうが、ひとことでいえば「効率の良さ」を求めすぎているように思えます。
例えば、登山口まで最短のアプローチ、一番早く頂上に立てるルート、そういうことにはとても関心が高いのに
じっくり山に向き合うコースは敬遠されがち。いかに長く山のなかで自分なりの時間を過ごすことができるかと
いうことを考えるほうが楽しいと思うにですが。
至れり尽くせりの情報を頼るより「自分で考えて登る」ことを心がけたいものです。山登りの第一歩は情報収
集から始まっていると思うので、そのための労力を惜しまないように。まずは地形図上の情報をしっかり把握し
ておくこと。また、山登りは「不便」を楽しむものだと自覚すれば、山登りの楽しさはさらに広がるのではない
でしょうか。
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すばらしい景色と仲間と山小屋と…朝日岳
島倉津也子
．．．．
里山の原風景が残るほんわかとした道を小川温泉まで進み、その先のゲートからは特別のはからいで自家用
車が乗り入れることができ、北又小屋に到着。
今回のメンバーは三島野 SC が誇る大御所から nice body の若手まで年齢差 36 歳（サブロー）
、まさに朝日岳
は古川さんを歓迎している。いいことありそうな気を引き締めて、長い山旅が始まりました。
ゆらゆら揺られながら北又の吊橋を渡り、まずはイブリ山を目指します。1 合目から 10 合目の標柱は嫌気
がさしたころに現れて不思議でした。油 1 合を焚いて、燃え尽きたところが 2 合目・3 合目とした先人の知恵
にしばし感心。ジグザグと登るブナの樹林帯が美しく、吹き上げる風が涼しく、整備されている径は大蓮華保
勝会や朝日岳大好き岳人に大切に保持・管理されていると感心。
イブリ山を越えると景色が大草原ジブリに変わり、しばし、ボーっと夢遊。チョット前までは登山者の喧騒
が聞こえてきそうな径も紅葉には少し早く、山旅人も少ない。高い空の秋雲も吹きわたる風も自分だけのもの
おお

のようで嬉しくなってきました。草紅葉が始まりだした草原を覆いつくしたチングルマの綿毛がはかなげに風
に揺れてかわいらしく、小さな紫色のリンドウが鮮やかに咲きほこり、まさに雲上の別天地です。なんとも素
敵なその名も「夕日が原」を過ぎ、ほどなく赤い屋根の朝日小屋に到着。小屋前にはヒオウギアヤメやマツム
シソウが出迎えてくれました。
“nice meet ブッチュー”
予定より早く着いたおかげで小屋前で宴会。小竹さんの広い人脈でいろんな人と出会い、“宴たけなわ”が
終わりを告げない。一期一会の不思議な縁を感じました。
陽が沈み、空に満天の星たちが輝き、見上げたけれど本峰が見えない。
「明日はどんな峰を登るのか」気持
ちも自然に昂ってきました。朝日小屋は聞きしに勝る『星 6 つ』だと思いました。（これも、どうも小竹さん
のお陰のようでした）
すがすがしい朝、昨夜ベロベロだった方々も含め全員が元気に
出発。千鳥足が登山に合うのか、木苺やトリカブト、クロマメノ
キが群生する径を快調に進めば、黒部川扇状地が青く美しく眼下
に広がり「ホッ」と一息。ひと登りで朝日岳山頂に立った。快晴
の空と 360 度の特大パノラマ。いつかは登りたい雪倉岳、旭岳、
白馬岳の稜線がくっきりと聳え、感動。何より剱岳が青黒く、ひ
ときわどっしりと鎮座する姿“山々に神はおわす”と確信。この
雄大な景色を前にして、『下界での小さい悩みは何だったのだろ
う』と人には見せたくない涙が流れた。「なんとか騙してでも連
れてきて見せたい。ダーリンに」と思った。言葉では言い尽くせ
ない素晴らしい山頂の朝日岳でした。すべてを堪能して下山。朝日岳山頂のシルエットは振り返ってもわから
ずチョット心残り。
小屋に戻ってゆかりさんからの温かい珈琲にほっといっぷく。心づくしがありがたかったです。
下山路、バンザイの丘で山や花や小屋の人々に別れを惜しみ、北又小屋で冷たいソーメンを食べることを楽
しみにしながら長い下りの道のりが始まりました。声掛け合って、励ましあった下山でした。膝が怒ったり笑
ったりした山は久しぶりでした。北又の吊橋に着いたと安心したのも束の間、
100 段の階段が待っていました。
忘れてた！聞いてない！ソーメン・ソーメン！ブチブチ文句を 100 回言ってやっとこサ北又小屋に到着。
神は山から降りてこなかったのか？ソーメンはなかった… アーメン！！
小川温泉の湯に浸かりながら、改めて素晴らしかった朝日岳と一夜をともにした皆さんに感謝いたします。
あ・り・が・と・う！！

朝日岳 そこはまさに雲上の桃源郷でした。
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山の
身体を
考える

登山時報 2013.11
№465 より抜粋

筋肉作りと

必要な栄養

バランス能力を高めるための運動

でアミノ酸に分解される。そして、筋肉や内臓、

ホルモンや抗体さらにエネルギーとして使われ

高齢期に入り肉食中心はどうも胃に負担がかか

加齢とともに諸機能が退化・萎縮するが、その る。余ると脂肪として蓄えられる。
中でもバラ ンス能力の低下が早い。 しかし、運動

を絶えず行っている人のほうが運動していない人 るからと魚類や野菜をメーンになった場合、たん

に比べて反応時間に差があり、前者が明らかに短 ぱく質が不足する状況も考えられる。特に加齢と

い。しにため老化に伴う性運動反応の遅れも、一 ともに身体全体の筋肉量の減少は、たんぱく質の

を及ぼしかねない。従って、高齢者ほど室のよい

般的な現象とはいえず、普段の勝同量と深い関係 摂取不足が重なると健康な生活そのものにも影響
がある。

レーニングで筋肉に適度な刺激を与えなければ筋

また、いくら質の良いたんぱく質をとってもト

従って、筋力強化でバランス能力の改善・向上 たんぱく質の摂取が必要となる。
が可能であ る。筋力が低下すると姿 勢を保持でき
なくなってバランスが乱れ転倒につながる。

バランスの維持に欠かせない運動として自重で 肉が発達することもなく、余分なたんぱく質は脂

家に例えるなら脂質、糖類、たんぱく質は家の

名力十分なビタミン類を摂る必要がある。

筋肉作りに適した食事の仕方を考えると、野菜

食事はバランスが重要

行う脚の横上げ、フロント・ランジやバックラン 肪となり蓄えられる。
ジ、開眼片足たちなどがある。（
「山筋ゴーゴー体操」
冊子参照してください）

筋肉作りに適した食事

人の身体の素材となるのは「たんぱく質」で筋 外装。ビタミン、ミネラルは内装といえるので、

肉や骨、臓器、皮ふ、爪など水分を除いた体重の 上手に筋肉を働かせるためにはバランスのよい食

また、運動後１時間以内にできるだけ消費した

半分近くたんぱく質が占めている。たんぱく質が 事をタイミングよく摂る必要がある。
不足すると 筋肉を作る材料不足とな り、筋トレの

効果が得られない。また、外傷や障害を起こしや エネルギーとりもどすためには、登山後すぐにビ

いたい。

疲労の疲労回復や筋肉合成の材料となる食品を補

すくなり、進退の組織を維持するシステムも滞り ールではなく炭水化物を中心とした食品を摂り、
やすくなる。
たんぱく質は主に食事から取り込まれると体内
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著者 中嶋 豊
信濃毎日新聞社 発行
北信版と東信版があります
各 1,890 円

書籍紹介

著者は長野県警察山岳警備隊で山岳遭難救助隊員として
活動。1996～1998 第 9 代隊長、佐久署長などを歴任。
登山歴は 37 年余。1980 年長谷川恒男氏と滝谷ドームなど
を登攀。休日に日帰りで信州の里山歩きを楽しみながら登
山マップを描く。
インターネットで「中嶋 豊」を検索すればアクセスでき
ます。ちなみに編集子はこのマップを会報に利用させても
らったこと数え切れません。

三島野スポーツクラブ運営役員
任務分担

氏

名

住

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

〔世話人会〕
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 11 月は６日（水)・18 日(金)
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。

・ 先号で記載できなかった「朝日岳」島倉さんの山行感想を載せました。本当にこの山のよさが伝
わってきました。でもきつい山です。でも俗されていない山です。…北又小屋のそーめん残念！
・ 風吹岳・大池は天気で日程を決める企画。天気が一番です。
・ 医王山は富山の山と思っていましたが、金沢からのコースがより整備されているようで私のおる
期待と思って読みました。
・ だんだん冬の準備が山では進んで、同時に企画も萎んできそうです。
・ もう「忘年会」のおしらせをする季節になってしまいました。一昨年のリベンジ企画「二上山」
は小雨決行だそうです。その後温泉に浸かって“キュー”と一杯。
・ 「ヤマケイ」からチョット面白い話を紹介し、紙面を埋めました。機会があればちょくちょく紹
介します。
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
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