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編笠山（八ヶ岳連峰） 小木 清 画

自主企画の

◆３月 23 日(日) 仁王山

案内も記載

大長谷の奥深い山。
春の里山の醍醐味を味わってほしい企画

◆4 月 6 日(日) 角田山
雪割り草とカタクリの群落。日本海をめざして下る
絶景を楽しむ。

◆4 月 13 日（日）お花見ハイク 小丸山公園
春の恒例となった企画です。今年はここへ…

◆4 月 27 日（日）～28 日（月）燕 岳
北アルプスの春山入門のコースです。

2 月 15 日(土) 尖 山
「冬は雪が降ってあたりまえよ！」
が〈Ｌ〉の決意を促した

2 月 23 日(日) 牛 岳
雪山の美しさの感動を綴る報告

会員からの山行報告 賀久博之
女子会の案内

ポスターができました
只今、張り出し中です。

旧八尾町
1516.6ｍ

【出発・集合】5 時 00 分 薬勝寺 P
【コース】
大長谷温泉（約 550ｍ）から仁王山を
往復
登り 5 時間 下り 3 時間 45 分
標高差 970ｍ
技術度★★★☆☆ 体力度★★★★☆
〈L〉賀久博幸
【装備】
雪山（冬山に準じた）装備、防寒対策
行動食、予備食、テルモス（温かい飲
み物）他
【参加申込】3 月 16 日まで

この季節の山はきびしい冬の名残を残しつつ、
春のきざしを感じる雪山を楽しむ企画です。

FAX 57-8180（岩井）まで

【出発・集合】7 時 00 分 薬勝寺 P

〈L〉岩井富雄

【コース】
スキー場ゴンドラ乗車

頂上駅

登り 3 時間 下り 2 時間

瀬戸蔵山

標高差 300ｍ

大品山

（往路を下る）

技術度★☆☆☆☆ 体力度★★☆☆☆

【装備】
雪山（冬山に準じた）装備、防寒対策

行動食、予備食、テルモス（温かい飲み物）他

※カンジキの必要な方は申し出てください。準備します。
【参加申込】3 月 2 日まで

FAX 57-8180（岩井）まで

予備日 16
【出発・集合】6 時 00 分 薬勝寺Ｐ

日(日)

2701ｍ

〈Ｌ〉堀井泰則

【コース】
新穂高温泉ロープウェー

西穂高口

西穂山荘

復路は往路を下る。登り 3 時間 30 分 下り 2 時間

丸山

西穂独標

技術度★★★☆☆ 体力度★★★☆☆

【装 備】冬山に準じた装備（アイゼン・ピッケル・手袋・帽子・ウエアーなど）、行動食、テルモス
気象条件で山荘に泊まることもある。
【参加申込】3 月 9 日まで FAX 25-2792（堀井泰則）まで
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里山の春を告げる雪割り草とカタクリの花の群落を愛でながら登り、
日本海の荒波の向こうに佐渡を遠望して下ります。
481.7ｍ
新潟市
【集合・出発】5 時 30 分 薬勝寺Ｐ
【行 程】
海辺のＰから桜尾根を登り、灯台コースを下ります。
（前回と同じコース）
登り 2 時間

下り 1 時間 45 分

体力度・技術度とも★☆☆☆☆
帰着予定時間は 18 時 30 分
【参加申込】3 月 30 日までに FAX57-8180 岩井へ

天正九年前田利家は織田信長によって

七尾市

能登一国(約２０万石）が与えられた

2762.9ｍ

利家は初めて一国の大名になり得たわけで

これが小丸山城である
天正十年六月信長が倒れる
翌年、羽柴秀吉が紫田勝家を攻めたとき
利家は中立の姿勢をとって秀吉を助けた
その功に加北二郡を与えられ
居城も七尾から金沢に移した

七尾までのアクセスが不便なため、
今回

村井長頼、片山宗秀に縄張りを命じた

は車で行くことにしました。詳細は次号会

利家は所口の小丸山に築城

報で案内します。

ある

残雪期の北アルプス入門コース。
2700ｍの稜線からは槍ヶ岳から北ア・裏
銀座の峰々の大パノラマが広がります。

合戦尾根(2300ｍ付近)を登る三島野ＳＣパーテェー（2006 年 5 月）

燕山荘（2700ｍ）まで約 1200ｍを登ります。所

小丸山城は利家の出世城となった
小丸山城は能登全体の要として兄の安勝が

要時間は約 5 時間 30 分～6 時間かけてゆっくり登

後を継ぐことなった

ります（夏山のコースタイムは 4 時間 30 分）
頂上へは翌日に登り、下山します。
この山小屋「燕山荘（えんざんそう）」北アルプ
ス屈指の人気の小屋でＧＷはけっこう賑わうこと
が予想されます。
この時期の北アルプスは初夏であったり、冬にも
どったりします。防寒対策は必須であり、アイゼン
は 10 本爪以上のものを準備してください。
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山頂にて

メンバー：
〈Ｌ〉岩井富雄、小坪哲彦、的場邦夫、
峯 周二、竹内啓子、瓶田真寿美
【行 程】
薬勝寺Ｐ 8：00
登山口 10：00
登山口着 12：10

尖山駐車場 9：20
頂上 11：10～11：30
尖山駐車場 12：40

ひとくち感想
岩 井：朝からみぞれ混じりの雨が降っていて、
「中止」を宣することを考えて集合場所へ。参加者の一人の“行
きましょう！”の言葉に押されて決行。頂上は雪でしたが風がなくまずまずの空模様。100％の満足度
ではないが、参加者の顔が“登ってよかった”の表情でした。春山に向けてのトレーニングにもなり
ました。

小 坪：終日雪との予報通りの天候に“冬やから雪降るチャ、行かんまいけ！”の一言で揺らぐ心がシャキッと
なりました。降る積もる新雪でしたがカンジキのお世話になるほどのこともなく長靴で完登でき、吉
峰の温泉が格別でした。

峯 ：薬勝寺Ｐで「ベテランの方々の山行断念問答」（私は行きたかった）に瓶田さんの一言“行こう！”で決
定。初めての尖山。雪降る空、そして雪上を歩く（子供の頃を思い出す）
、まっすぐ伸びる杉林を眺め
てスノーシャワーを浴び、いい汗をかきながら頂上へ。期待していた展望は皆無で残念でしたが、天
気の良い雪のときにまた登りたい。

瓶 田：久しぶりの雪山を登るという事で、私は朝からそわそわしていました。関東地方でドカ雪が降った日で
したが、富山市はそれほどでもありませんでした。でも尖山の辺りはさすがにたくさんの雪で覆われ
ていて、雪の中“たのしいなぁ、たのしいなぁ”って思いながら登りました。

竹 内：初体験の冬山。ドキドキしながらひたすら〈Ｌ〉の“足影を慕いて”歩く。下山では視界が広がり、直
立する杉の幹が清々しい。初めての雪山はすてきでした。…でも吹雪になったら怖いだろうなぁ～き
っと。

心迷い・決断…結果良し

尖 山
的場 邦夫

この山行の前夜のテレビ報道で関東地方の大雪を知り、氷見は「暴風雨警報」が出て台風並みの風雨で
した。前夜は「明日は多分中止だ」と思っていました。朝起きても、まだ警報発令中。とりあえず、おに
ぎりをつくり温かい珈琲を愛用の象印に詰め、集合場所の薬勝寺Ｐへ向かった。小杉の天候は風はなくみ
ぞれが降っていました。
〈Ｌ〉をはじめ多くが「中止」に傾いていた雰囲気が、“冬は雪が降ってあたりまえ！”の瓶田さんのひ
と言が雰囲気を一変させ、
『よし！行こう』となって出発。
氷見は積雪ゼロでしたが山に向かっていくとだんだん雪が深くなって、尖山登山口は 60 ㎝くらいでし
た。同じ富山県なのにビックリです。
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尖山は立山へ向かう途中いつも横目で見て通り過ぎる山
で、私にとっては「処女峰」。登山口や駐車場、林道などを
きっちりアタマに納めて次回登る時のためにしたいと思っ
て歩を進めました。
冬の登山口は民家の車庫の横から取り付き、チョット登
って林道に出る。林道は雪に埋もれていました。積雪は 70
㎝くらい。今シーズン初めてのカンジキを装着。毎冬、家
の近くの散策はカンジキを着けて歩いていますが、今冬は
雪が無く一度も着けていなかった。私以外は履かなかった
が“せっかく持ってきたんだから…”訓練のつもりで着け
て登った。やはり歩きにくい。ツボ足の人と幅が違うので最初は遅れ気味になったがしっかりとついていく。
沢沿いの杉林の中で枝の雪が落ちてきて「雪の洗礼」を受けた。途中、雪崩の跡が 3・4 ヶ所ありましたが
難なく通り過ぎて頂上に立った。山頂は 1ｍくらいの積雪だろうか。展望はきかず、天候がよければ見える
めぐ

はずの立山連峰と富山平野を頭で巡らして下山。
次は晴れた日に登って噂の展望を確認し、楽しみたいと思いました。
“皆さん、いっしょに登りましょう！”

メンバー：
〈Ｌ〉賀久博幸、岩井富雄、小坪哲彦、堀井泰則、的場邦夫、峯 周二、上田千秋、
加藤日出子、甲 厚子、宮本久子
【行 程】
薬勝寺Ｐ出発 6：00

利賀・道の駅 6：50

ヤセ尾根通過 8：55～9：10
牛嶽神社 11：10

牛嶽神社 9：50

稜線鞍部 12：15

帰路、越中庄川荘にて♨

脇谷・登山口 7：15～7：30

稜線鞍部 8：20

山頂 10：10（昼食タイム）10：55 下山

脇谷・登山口 12：40

薬勝寺Ｐ着 15：00

右上と右・明るい稜線歩き

大鳥居前で記念写真

左 ・ 牛 嶽神 社の 雪 に埋 ま っ た
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ひとくち感想
岩 井：昨年と同じく好天気で大変楽しい山行でした。
小 坪：久々に好天に恵まれ、楽しい山行でした。〈Ｌ〉あ・り・が・と・う。
峯 ：初めての牛岳。そして、２度目のカンジキ登山。本格的な雪山歩きは晴れて気持ちよく、景観も最高で
した。

堀 井：ベストコンデションの雪山歩きでした。霧氷のブナ林、景色を見ながらの稜線歩き、そしてヤセ尾根の
難所。変化に富んだコースを堪能しました。…でも久しぶりの登山に足に疲れが残りそうです。

的 場：昨年に続き２度目。雪は昨年より多く、晴れて“すべて良し”でした。危ないヤセ尾根も雪があったの
でたいしたことはなかった。

甲 厚：天気良く、山頂からは白木峰や高峰などの利賀の山々そして、剱岳、立山、薬師岳も見え最高のカンジ
キ登山でした。

宮 本：ブナ林の樹氷の美しさに感動し、ヤセ尾根の下りで緊張・緊張。稜線鞍部から脇谷への下りはザクザク
滑るように下って楽しかった。

加 藤：２月とは思えない最高の天気の中をカンジキを履いて登る楽しさを味わいました。
上 田：晴天の雪山を楽しく登りました。私の登山の新たな１ページとなりました。
賀 久：牛岳に登る最短のルートで、しかも変化に富んだコースです。次は違ったルートでやりましょう。

上田 千秋
晴天に恵まれた今日、私にとって雪山の楽しさ、素晴らしさを十分満喫した「牛岳雪山」デビューとなりま
した。
まだ雲の厚い空模様の登山口で、みんながカンジキをはいて身支度を整えます。カンジキを履くのが４年前
の「早春の上高地散策」以来でなかなか履けない。予習してくればと深く深～く反省しました。
ザクザクと雪の感触を確かめながら、牛岳から高峰へ

全員がカンジキを履き終えましたが私はまだ…

の“北方稜線”（賀久Ｌのネーミング）を目指します。
この頃になると雲も切れて天気予報どおりの晴天を確
信しました。稜線に辿り着いた時、遮るもののない雪山
ならではの視界の広さに感動しました。白木峰などの岐
阜県境の山々、富山平野、八尾の山のその向こうに立山
連峰も見渡せます。
ここからの稜線歩きはスリル満点の難所コースが続
きます。急登あり、ヤセ尾根あり、せり出す雪庇ありで
気が抜けません。でも青空に映える雪をかぶったブナ林
はとてもきれいでした。
雪に半分以上埋もれた牛嶽神社の鳥居に着きほっと一息。休むことなく牛岳山頂まで一気に登りました。山頂
で山々を眺めながら、雪の上に腰を下ろし早めの昼食をとりす。風もなく、寒さも感じずとても良いひと時でし
た。
下山の稜線歩きは難所でサポートしてもらいながら下ります。稜線歩きから登山口への急な下りで「踏まれた
トレースより新雪を下るほうが楽しみもあるよ」と〈Ｌ〉に教えてもらい、試してみました。おもいっきり滑っ
てしまいましたが童心に帰って楽しみました。
速めに下山できた分帰りの「越中庄川荘」でゆっくり時間がとれ、温泉に心身とも癒されました。
昨年 3 月の企画の今回のアンコール企画『雪の牛岳』の“知る人も知らない”（？）特別のコースに参加でき
てとても良かったです。薬勝寺Ｐに帰って〈Ｌ〉のあいさつ「来年は下りを西尾根コースでまた登りましょう」
のお言葉。楽しみにしています。
大変お世話になりました。
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大きな失敗と大きな感動・雪の牛岳
小坪哲彦
雪のマークの無い予報に晴れやかな気持ちで１０人の大所帯（人気があるんですね…これも会報№151 昨年の３
月の牛岳山行報告の好反応か？）での山行となりました。
「脇谷の名水」近くの駐車場で登山靴に足を突っ込んだけれど、ナカナカ足が入っていかない。ナント！登山靴
と間違えて冬用ブーツを車に積んできたことに気付いたけれど、時すでに遅し。
しかし何とかなるもので、カンジキにピタッとフィットしゆるみも皆無。ラッセルもしないで済み、カンジキを
履いて快調な滑り出しで高峰への北方稜線鞍部へ。そこから見える立山連峰への山並み、婦中から富山市内までの
パノラマ、砺波平野の散居村、利賀の山々、雪のブナ林、そしてチョット緊張したヤセ尾根と雪庇。どれも心地よ
い体感となりました。
『今年も春の牛岳に来てよかったなあ』としみじみと喜びがこみ
上げてきました。“またまた春の雪山にハマってしまうなあ”そん
な一日でした。
予定のコースタイムよりもはるかに早い登山口帰着となりまし
たが、カンジキを脱いでビックリ！右ブーツの靴底がポパイの靴み
たいにパカッと口が開いているのにガックリ。
庄川温泉「越中荘」で汗を流してルンルン気分で家に帰りました
．．．
が、ブーツの件を山ノ神にしたところ「私が買った皮のブーツなの
に…捨てるなり、マンゾクで直してもらうなり、好きにしたら！」。
山の感動が一瞬に吹き飛んだホロ苦い一日に転落してしました。
みなさん、事前の装備点検はくれぐれも入念に！！
そして小さい声で……くれぐれも靴は自分で買いましょうネ。
追伸
・ 今日の１０名の足元について実況報告
スノーシュー1 名、立山芦峅カンジキ１名、残り 8 名はアルミ製カンジキでした。
・会企画の最多参加者への豪華景品獲得レースにチャレンジすることを宣言ます。

三島野スポーツクラブはおよそ半々の男女構成で

◆ 4 月 5 日(土) 午前 10 時に小杉「ア

す。
“男にはわかってもらえない女の気持ち”を存分に

ル プラ ザ」 前 に集合 し、カ ラ オケ

交流（喋り合う事）し、これからの三島野スポーツク
ラブに「女の息吹き」で新たな一頁をつくっていきま

BOX クアトロブームで実施します。

しょう。
昨年は女子会で「大日連山縦走」が企画され、実施

◆ 費用は実費。持込みは自由です。

しました。いろいろな提案を期待しています。

◆ 問合せは野開 56-3223 へ
全国労山には「女性委員会」という専門部が設けら
れて、女性会員がかかえる諸課題のために取り組んで
います。いま、
「女性委員会ってなあに？」の問いかけ
に答える「女性委員か紹介冊子」
（仮称）の作成が懸案
になっている。
それぞれの地方連盟では『主婦のためのハイキング
講座』
『女性のための山登り教室』などが開催されてい
るところもあります。
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会員からの
登山レポート

七姫山（1335ｍ）～大辻山（1361ｍ）縦走
2014.2.1

賀久博幸 ほか 2 名

【ルート】
称名道路藤橋ゲート 6：55
七姫山 11：00

人津谷出合クムジュン 7：25

大辻山 13：00

大辻山ダイレクト尾根

七姫山ダイレクト尾根取り付き 8：00
称名川発電所 15：15

藤橋ゲート

アルペン村でＭ君と合流して、藤橋ゲート称名道路人津谷クムジュンまで 30 分のアルバイトをした後スノ
ーシューを着けて人津谷を七姫山ダイレクト尾根取付まで歩き出したが、世間話に花が咲いて通り過ぎてしま
い 20 分後戻りする破目になった。取り付きは見上げるようなすごい傾斜。Ｍ君が「チョット様子を見てきま
す」と言って登り始めたが、そのままどんどん行ってしまい後を追うことにした。今日は気温が低く雪面がク
ラスト気味で滑ったら止まりそうもないためかなり神経を使う。ピッケルとアイゼンが必要だったが準備して
いない。なんとか 200ｍ登りきったが（コワカッター）
。Ｍ君はケロッとしている。後は尾根の傾斜が緩み、
順調に七姫山に到着。狭い頂上で剱岳・立山連峰・毛勝山・鍬崎山を眺めながら珈琲タイム。
ここからは大辻山までの待望の縦走だが、途中に三つのピーク（1300ｍくらい）がありピーク毎に一本を
入れ、大辻山に着いた。頂上には青少年の家からのピストンの登山者 2 名。ここまで歩いた充実感に浸って昼
食タイムとした。
ここからの下りは大辻山ダイレクト尾根の急傾斜と怖い 3 ヶ所の枝尾根が待っている。尾根の分岐場所でコ
ンパス、地形図、GPS で確認して進んだ。また、再登山のためのマーキングテープを付けた。つぼ足で歩け
るのにスノーシューを着けたままで下り、転びながら称名川発電所になんとか下山した。
毎回、尾根の下りは本当に神経を使う（枝尾根との分岐でルートを間違いやすい）。今回の山行は久しぶり
に完全燃焼した。満足、マンゾク、まんぞく！

七姫山

クムジュン

称名川発電所
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三島野スポーツクラブの

スポーツショップやスーパーなどの店舗や目立つ
所で張り出しを展開中です。「ここに張り出せます」
などの情報を待っています。
すぐに増刷して届けます。A2 版です。
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登山用語解説 〔七姫山～大辻山縦走に出てくる用語〕
【アルバイト】登山用語としては、だらだら歩くこと。登り下りが激しかったり、道が荒れていて体力が消耗
するような状態を「アルバイトがきつい」という。
【クラスト】雪面が日光や風によって固まり、氷のようになった状態
【一本】正確には「一本立てる」
。小休止のこと。ボッカが休む時、荷物の下に杖を立てて荷を浮かしたまま
立ち休みしたことに由来する。
【ダイレクト尾根】山頂まで伸びている大きな尾根
【枝尾根】主たる大きな尾根から枝分かれした小さな尾根。支尾根。
【マーキングテープ】ルートを示すために木の枝などに赤布を取り付けたりすること。

〔世話人会〕

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

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

賀久 博幸、 甲 厚子
的場 邦夫、 野開 律子、
林
憲彦、 峯
周二
宮本 久子
と左記の方々で構成してい
ます。
〔相談役〕 山田 格
黒川 衛
〔会計監査〕
寺山 秀行・加藤日出子

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 3 月は 3 日（月)・17 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。

◇ 今年の冬は富山平野にほとんど積雪らしきものがないといっていいほど。一度も除雪せずに春を迎えよ
うとしている。しかし、山に雪が「普通にあって」雪山を楽しめました。尖山、牛岳で…。
◇ たった一言が場面を急展開させた「冬に雪はあたりまえじゃないの！」はよかった。何のために冬に山
をめざすのか！である。でも慎重な判断も必要な時もあります。
◇ いよいよ春の企画がでました。桜、雪割草、マンサク etc 春を告げる花を求める山旅。四季の移ろいを
体に感じる企画に多くの会員が参加されんことをねがっています。
◇ ポスターができました。会員を増やしましょう。新しい活力が会の運営をより活発にします。また、財
政運営も余裕が出てくるでしょう。何より、一人ぼっちの登山が事故を大きくします。そのためにも！
◇ 「登山時報」1 月号で登山家山野井泰史さんの父・山野井孝有さんが戦争が登山を愛する平凡な一青年
が「スパイ」として事実上獄死させられたことを 6 回で連載完結しました。先の国会で強行可決された
“機密保護法”の危険性を告発されています。
「勤労者山岳連盟趣意書」で述べている“権利としての
登山”が戦争やその準備のために奪われてはならない。

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 yasu0126@p1.tcnet.ne.jp
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

メールアドレスが
変わりました
よろしく

（堀井）

