会報

日本勤労者山岳連盟（富山県連盟）
新日本スポーツ連盟

№ 170
2014 年 11 月 1 日
代表 岩井 富雄
射水市宝町 1364-35
TEL・FAX 0766-57-8180

乗鞍岳 早朝の畳平 小木 清 画

山行報告

11 月企画案内

11/9 荒島岳

深田久弥のふるさとの山

11/16 負釣山

入善町の最高峰

自主企画

10/11 東一の越トレッキング

10/26 大渚山＆鎌池
自主企画

10/4～10/7
雲の平・黒部源流

11/13 南保富士 登り 1 時間余で 727ｍへ

12 月企画案内

２０１４ 忘年会 １２月１２日（金）
12/14 恒例 初冬の二上山

10/5
新日本スポーツ連盟交流登山と
山筋ゴーゴー講習 報告

秋から冬へ。木々は葉を落とし静寂が山々をつつむ
福井県大野市
1523.49ｍ
【集合・出発】5 時 00 分 薬勝寺 P
【行程】
勝原スキー場 8：30
00

登山口 9：30

山頂 12：15～12；30

登山口 15：00

シャクナゲ平 11：

シャクナゲ平 13：45

勝原スキー場 15：45

〈L〉堀井泰則
標高差 1250ｍ
登り 4 時間 30 分 下り 3 時間 30 分
技術度★★☆☆☆ 体力度★★★★☆
【参加申込】11 月 3 日まで FAX0766-57-8180（岩井）へ

入善町／黒部市宇奈月
959.3ｍ

標高のわりに
スリリングな山

【集合・出発】7 時 00 分 薬勝寺 P
【行程】
黒部 IC から宇奈月経由で登山口 山頂を往復
登山口 8：30
登山口 13：30

頂上 11：00～11：45
明日温泉入浴後帰路へ

薬勝寺 P 帰着 16：00
標高差 555ｍ
登り 2 時間 30 分 下り 1 時間 45 分
技術度★★☆☆☆ 体力度★★☆☆☆
【参加申込】
11 月 9 日まで FAX0766-57-8180 岩井へ

自主企画

【集合・出発】7 時 30 分 薬勝寺 P

11/13（木）

【行 程】
727ｍ
朝日町

山頂から黒部扇状地と
日本海に広がる眺めが素晴らしい

登山口（三峯グリーンランド）8：45

山頂 10：00

登山口に下山 11：30
技術度・体力度とも★☆☆☆☆ L:岩井富雄
【参加申込】11 月 6 日まで FAX57-8180 岩井へ
２

この時期の恒例企画となったのかな？

うっすらとかぶった雪が木々を飾り、静寂が醸し出す初冬の里山…。
日本の原風景をそこに見、生まれ育ったふるさとを愛しむ
昨年十二月の二上山歩き

詳細な計画・内容は次号会報で紹介します

2014 年はどんな年でしたか？
2015 年をどんな年にしたいですか？
三島野スポーツクラブの仲間と歩いた稜線、登った峰。
会報に綴られた山行の想いは参加できなかった仲間にも届いただろう
会場は未定ですが、高岡駅

か？

周辺を予定しています。
会費は 5,000 円程度

酒を酌み交わしながら語ろうじゃないか
山への想い、仲間と共に登る楽しみ、そして、生きる想いを！

山梨県甲州市

自主企画案内
雪の帽子をかぶった富士山を愛でる山旅
昨年の三つ峠山に続く第二弾
◆ 参加申込・問合せは、堀井泰則
FAX0766-25-2792 or（携帯）090-1314-6394 へ
締切は 11 月 16 日
◆ 標高差は約 500ｍ 技術度・体力度とも★★☆☆☆
但し、積雪があった場合は★一つアップ
◆ 費用は約 15000 円（交通費と山小屋宿泊）
◆ 装備 防寒対策（手袋・帽子・ウエアーなど）
かい ざんそう

◆ 宿泊は介山荘（大菩薩峠）
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大菩薩峠から富士山を望む

2,057m

[メンバー]
〈Ｌ〉背渡健治、古川三郎、堀井泰則、
〈SL〉的場邦夫、
上田千秋、加藤日出子、甲

厚子、竹内啓子、

堀カツコ、宮本久子
[行程記録]
薬勝寺 P 5：45
7：40
10：25

立山駅 6：35

室堂 8：40～9：00

ケーブル乗車
一の越 10：00～

東一の越 11：40（昼食）12：45

の越 14：00～14：30
山駅 17：40

室堂 15：20～15：20

一
立

薬勝寺 P18：40

ひとくち感想

東一の越にて

後方の岩峰は龍王岳

竹 内：空がこんなに広かったなんて、青かったなんて！東一の越 2521ｍピークからの３６０度のパノラマ。
本当に素晴らしかったです。東一の越最高でした。

加 藤：東一の越ピークからの 360 度のパノラマ風景は最高でした。天気も最高！
宮 本：東一の越ピークからの大パノラマに感激！これまで見てきた角度から反対から仰ぐ立山・龍王岳・鬼岳・
獅子岳の堂々たる山岳風景、岩稜を飽きることなく眺めました。

堀 井：紅葉が終った冬前の枯れた色と岩稜のコントラストの山肌が美しかった。東一の越の 2521m ピークに
登って眺めた間近に迫る後立山の峰々は素晴らしかった。そして、後から眺めた龍王・鬼・獅子の連
山は岩をまとって迫力があり、立山の魅力再発見。今回も“ゆっくり楽しんだ立山”でした。

堀 ：憧れの「東一の越」をみんなのフォローもあってなんとか実現できました。天気も最高！気分も最高！
古 川：超好天に恵まれ、裏龍王をはじめ鬼・獅子・雄山など全山の壮麗さに驚嘆のトレッキングでした。
的 場：〈L〉の乗車券予約のおかげで混雑するケーブル乗車を横目で見、バスも順調に室堂までスイスイいけま
した。天気よし！で「一日中晴天で視界良好」の山行は私の記憶にはありません。紅葉もバッチシで
した。すべてに感謝感謝！！

背 渡：天気よし。行動時間も余裕があり。立山のいろいろな顔が見られました。
上 田：立山の裏側を初めて歩きました。天気にもめぐまれ、新たな立山の素晴らしさ発見の山旅でした。
甲 厚：紅葉が終っている？そんな心配が吹き飛ぶ景観が…。青い空に龍王岳・鬼岳・獅子岳の大きな岩稜を仰
ぎ、針ノ木・鹿島槍・五龍などの後立山の雄大な山稜が目前に広がる景色を堪能でき最高！でした。
龍王岳
鬼岳
東一の越２５２１ｍピークからの岩稜

獅子岳
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感動！東一の越と立山
上田千秋
私に山の厳しさ、素晴らしさを教えてくれた大好きな立山。何度目の立山行きになるだろうか。その時その時の立山の
思い出があります。
今回は、10 月 7 日に初冠雪があり、そして大型台風が日本列島に接近中。3,000m の
立山のお天気は果たして…？フリースと厚手の手袋をザックに詰めました。〈L〉の事前の
団体予約のおかげでスムーズにケーブル・高原バスと乗り継ぎました。「紅葉は 9 月 28 日
をピークにすでに終わりました」という運転手さんのアナウスに少しがっかりしましたが、車窓
から見る山々と青空が“東一の越山行”を応援してくれているようでした。
室堂に到着。そこには雲ひとつない青い空と立山の全貌が広がっていました。大日
岳・奥大日岳は悠々と横たわり、憧れの剱岳もドーンと聳え立って“いつでも待ってるよ”と
言わんばかりです。見上げる前方には雄山山頂がすぐそこに見えます。室堂でこんなに近くに山々に囲まれるように感じる
赤く色づいたチングルマと綿毛

のは初めて（台風接近の恩恵かな？）。
一の越からは御嶽山の火山噴火の噴煙が見えました。一刻も早く行
方不明者の発見を祈るばかりです。
いよいよ東一の越に向かいます。雄山にしか登ったことがない私には、
立山の新しい道を踏み出す一歩です。紅く色づいたチングルマの綿毛皆
同じ方向に向いていてなんとも可愛い。見上げれば龍王岳の岩峰がまさ
に“龍”のごとく迫り、鬼岳、獅子岳と連なっています。そして紅葉の華やか
さを終えたばかりの枯れ色の山肌が陽光を受けて広がり、それは自然の大
きな枯山水の大庭園のようでした。立山の裏コースがこんなにも素晴らし

いとは！！
東一の越に着いて、目前の名も無きピークにハイマツを掻き分けて登りました。2512ｍのそのピークからは遮るものがな
い 360 度の展望は絶景でした。紅葉の名残りが彩る黒部平と大観峰をつなぐロープウェーがマッチ箱のよう。後立山連
峰の峰々の稜線がクッキリとその姿を見せ広がっています。東一の越の小屋跡の広場は三島野パーテェーの「貸切」
で、地図を広げて“あの山は、あの峰は？”と思う存分に見渡しました。
一の越から室堂に下る途中から見た山肌は強い日射し
を受けて草紅葉が一段と映え、深い青色の空とのコントラ
ストが目を奪いおもわず立ち止まって眺めた。また、帰路の
おお

バスから富山平野が一面に広がる綿のような雲海に蔽 わ
れ、とても素敵でした。
秋の澄み切った空が雄大な立山の美しさを『これでも
か！』と見せてくれた一日となりました。
メンバーみんなで感動を共有できて本当にうれしかった。
立山の思い出のアルバムに新たなページが綴られまし
た。

日射しを受けて輝く山肌を見ながら室堂へ下山
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【メンバー】〈L〉岩井富雄、峯 周二

ドキュメント

黒部源流への山旅

◆ 10/4
5：00 大型の台風が接近するという予報を聞きながら出発。登山口
折立に着いて準備を整え、7：30 登り始めた。
8：55 に 1870ｍの三角点着、20 人ほどの団体が出発していった。
この団体を途中で追い越し、太郎兵衛平に 11：15 着。昼食後、台
風の心配をしながら薬師沢に向かった。
14：05 薬師沢小屋に着いた。計画はここに宿泊する予定だったが、
強い雨が降るとここからの登りが心配になるのでいっきに雲の平
まで強行突破することにした。
16：50 雲の平アラスカ庭園に到達し、17：30 山荘に着く。目の前にそびえる水晶岳が夕日を受けて赤く染ま
って感動的だ。山荘の受付も忘れてシャッターを切った。山小屋の人も“こんな素晴らしい夕日は久しぶり”
と語っていた。山荘の宿泊は我々のほか 3 人。貸切状態でのびのび快適。明日の三俣山荘までの行動予定は台
風の動きと天候を見て判断することとし、三俣山荘まで行けばあとは太郎兵衛平に向かうしかないことも確認。

◆ 10/5
6：50 山荘出発。雲が高く、視界良好。雲の平が一望でき、すばらしい。雲が低くなってきて祖父岳・鷲羽岳
へは省くことにして巻き道へ。9：40「黒部川源流水源地標」。この頃から雨が強く降りだしてきた。10：30
三俣山荘に着いた。この雨の中 3 人の山ガールが双六岳へ行くと言って出て行った。我々は時間は早いが台風
の動向と天気の回復を見極めるためここに停滞。宿泊は愛知県から来た 3 人と我々だけ。夕食は鹿肉が出され
ていたが、近年の日本鹿の異常な繁殖で駆除した鹿肉だとのこと。夜になると一段と風雨が強くなってきた。
台風の影響は避けられないと判断し、明日も三俣山荘に留まることを決め関係先に下山が遅れるかもしれない
ことを衛星電話で連絡。

◆ 10/6
朝は足止めのおかげでゆっくりコーヒータイム。風雨が強くなってハイマツが大きく揺れているのが窓から見
える。連泊の手続きは素泊まり（食料を充分あり）で労山会員証を提示して 500 円の割引。風雨はやまないが
雲が切れて槍ヶ岳が姿を現わしたとき、ホッとする気持になった。午後、風雨が弱まり、明日のコースの下見
に出た。明日の出発が早いので 8：00 就寝。

◆ 10/7
午前 2 時に目覚め、風雨の音が無く静かなので外を見ると雪が降っているのにビックリ。3：30 出発。今日中
に家に着きたいという日程は先を急ぐことを優先に三俣蓮華岳の巻き道を行く。着氷したハイマツが顔に当た
り痛い。5：45 三俣蓮華岳分岐。すっかり明るくなり台風一過の青空が広がっている。新雪と紅葉に感激・感
動。ザックの中のペットボトルの水に氷が張っている。登山道の岩や石にうっすら雪が積もり慎重に足を運ぶ。
雪化粧した北アルプス・槍ヶ岳

7：15 黒部五郎小舎に着き、朝食。9：35 黒部五郎岳の肩。ここ
から 360 度の展望が広がり、槍ヶ岳・水晶岳・鷲羽岳・薬師岳
などを眺めることができ最高でした。
12：15 赤木岳。足にかなりの疲れを感じてきた。13：15 北ノ
俣岳。14：45 太郎平小屋に着いた。15 時まで着かない時はここ
で泊まることにしていたが、ぎりぎりクリアーし折立までいっ
きに下ることにした。18：30 折立に着いたが、太郎兵衛平から
の下りが長く長く感じた。
《追記》今回新雪に遭遇しました。もしその積雪が 15～20cm
あったなら、下山はもっと遅れただろう。秋山の天候の急変を
踏まえた計画の必要性を知りました。
［岩井
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記］

北ア・最奥の黒部源流に挑む
峯 周二
8 月に悪天候のために中止とした企画のリベンジです。この山行への期待と不安で気持が高まり“胸がとき
たかぶ

めき”青春時代の初めてのデートみたいに 昂 りました。
快晴の空模様の登山口折立は木々が秋色に染めていました。そして、落ち
葉が厚く積もる登山道が心地よいスタート。すぐに登山道脇にある愛知大学
山岳部の遭難事故（1963 年〈昭和 38 年〉冬山で 13 名全員遭難死）の慰霊
塔を横目で見、当時（当時 22 歳の自分が初めて薬師岳に登ったこと）を思
い出しながら急登を登り始めた。樹林帯を抜けると目前に雄大な薬師岳、左
手に剱岳・大日岳、振り返ると有峰湖と鍬崎山などが「カッコイイ景色」を
展開して、登り始めの山慣れぬ体と心に“癒し”をもたらしてくれた。
太郎兵衛平について、そこから見える黒部源流の峰々（水晶岳、赤牛岳、
三俣蓮華岳など）と雲の平が“俺の来るのを待っている”と思えてくる。そ
して昼食後、薬師沢へと下る。登山口から 6 時間 30 分を要して薬師沢に着
いたが体調はすこぶる快調。“台風が来るかも…”と話し合って雲の平山荘まで頑張ることに決めた。つり橋
を渡り、河原を歩き、梯子を登って高天原への分岐をひたすら雲の平へ急ぐ。全く景気の無い針葉樹林帯の登
山道ひたすら登った。
登った後にすばらしい景観が待っていた。雲の平の高層平原（アラスカ
庭園・スイス庭園・ギリシャ庭園・アルプス庭園・日本庭園など 8 つの名
称が付けられている）に出て、黒部五郎岳や笠ヶ岳の眺めに感動し浸った。
雲の平山荘に暗くなる前にたどり着くことができて安堵。直後、夕日が沈
ま

む光景を目の当たりにし、雄大な自然の絶景に感動。その中にいま自分が
いることがうれしく、感動！
翌朝は生憎の風雨。その中を三俣山荘に向かって出発した。時折強い風
雨に打たれながら歩いた。それでもスイス庭園や周りの山岳風景の美しさ
に心が癒され、激励されて歩いた。ワリモ岳、鷲羽岳が大きく目に入ってくる。3 時間 40 分で三俣山荘に着
き、風雨のしのげるところに入ってひとまず安心。台風の影響でこの山荘に 2 泊することになったが、「黒部
の山賊」（この山荘のオーナー伊藤正一氏の著書）を読んだり、共に泊まった 3 人の登山者と語ったりしてゆ
っくりのびのびと過ごせた。夕食に出たニホンジカの肉シチューは初めて口にするが美味しくておかわりして
しまいました。
4 日目となった。できれば今日中に下山したい思いがある。できるだけ早い出発を準備し、まだ暗い 4 時に
ヘッドランプを灯して出発。山々は冠雪して景色が一変している。体感温度は氷点下。黙々とひたすら歩き続
けた。三俣蓮華岳分岐・黒部五郎小舎・赤木岳・北ノ俣岳・太郎兵衛平そして登山口の折立へと 14 時間 30
分を時々の休憩だけで歩き続けた。
台風が過ぎ去った後の快晴で、三俣蓮華岳辺りから昇る朝日で明るくなって、白く薄く雪が覆った赤牛・水
晶・鷲羽・槍・穂高・黒部五郎・北ノ俣などの山並みが見渡せ、半分冬毛で白くなった雷鳥と 3 度も巡り合い
ました。
冬の訪れ間近な北アルプスは神秘な姿を見せてくれました。
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｢研修会とスポーツ交流会｣に参加して
神田恵美子
十数年ぶりの山野スポーツセンターである。回りに新しい建物が増え道も整備されて、景色も随分と変わっ
た中、やや薄汚れてきてはいたけれど以前と変わらぬ姿になぜかホッとする。東京から藤元理事を迎え総勢８
名で早速、大品山へと向かう。少し歩くと左側の沢の詰まったところに龍神の滝が現れる。滝の流れ落ちる音
は良い。身も心も洗われる心地がする。滝に見とれながらもうしばらく行くと湧き水があった。山腹に差し込
まれた竹筒から勢いよく湧き出て、側にコップが掛けてある。あった！湧き水や！あー甘露、甘露。何とかの
名水とよく聞くが、その基準は何なのだろう。歩き疲れ、急登にあえいだ喉を潤す山の湧き水に勝る名水はな
い。台風接近中のため快晴とはいかない。
「♪鍬崎あたりはかくれて見えぬ、見えぬあたりが鍬崎か（アルプ
ス一万尺の節で）♪」と勝手に想像しながら向こうが大日、あっちが鍬崎と思い描く。
無事下山してお風呂に入り、夕食の後は待っていました懇親会。長野の上級指導員の方からの地酒やりんご
の差し入れ、誰が用意されたのか立山もある。分厚い昆布締めに昆布巻、ぷりぷりのえび天やら何やらの豪華
オードブル。これで盛り上がらないはずがない。ここで話題になったのは会員の高齢化、若い会員がいないこ
とである。若い人は山が好きではないのだろうか。そんなことはない、山が好きでたまらない若者はいっぱい
いるはず。ただ数々の社会的事情が足かせとなって行けないのではないだろうか。行けないから山の素晴らし
さが分からない，だから行かない、そんな背景もあるように思う。若者を取り巻く環境が改善され、真に山と
自然を愛する彼らと、山筋ゴーゴーで鍛えたかつての若者たちが尾根道で明るく挨拶を交わせる日が一日も早
く来て欲しい、そう思う。会員数の拡大については我が三島野は「旗」の効用を大いにアピールした。旗には
長野の先生もいたく関心を持たれたようで寸法など丁寧に測っておられた、
翌日は体育館で石田先生からみっちりと山筋
ゴーゴー体操の講義を受ける。自己流で適当に
やるのと、プロの指導の下でやるのとでは全然
違う。「間違った方法でやっても筋トレにはな
りません」の先生のお言葉に、なるほどと納得
する。こんなに充実した内容でしかも３食付。
これで参加費 6000 円とは、すごく得した気分
である。今年参加できなかった皆さん、 来年

はぜひ参加しましょう。
〔三島野 SC 研修会参加者〕
荒井英治、小坪哲彦、堀井泰則、林 憲彦、的場邦夫
甲かほる、神田恵美子、小坪昭子、

ＤＶＤが付き補筆された「山筋ゴーゴー体操」が出版されました
三島野スポーツクラブでは会員全員に石田良恵さん（女子美術大学名誉
教授・保健学博士）監修のこの小冊子を配布していますが上記の冊子が新
たに発行されました。購入希望者は日本勤労者山岳連盟・東京都新宿区小
川町 5-24 へ申し込んでください。
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おおなぎやま

＆
メンバー：
〈L〉堀井泰則、古川三郎、的場邦夫、上田千秋、甲かほる
【行 程】
薬勝寺Ｐ出発 6：30
湯峠に下山 12：20

湯峠登山口出発 9：25

大渚山山頂 10：35～11：00

鎌池（昼食と池を散策）12：35～14：10

東峰 11：20

山田旅館で♨14：30～15：20

帰路へ 薬勝寺 P 17：30

ひとくち感想
甲 か：台風襲来で葉が散った木々が混じった紅葉はとても
風情があり素晴らしかった。堂々と険しい山肌を見
せてそびえる雨飾山に驚き「絶対登りたい」と思い
ました。頂上からは雨飾山をはじめ、北アの朝日岳、
白馬連峰から鹿島槍ヶ岳、妙高や戸隠などの信州の
山々と親不知の海岸と日本海まで 360 度の絶景に
感動！鎌池では水面に映るブナやカエデの紅葉が
またまた良かったです。温かいみそ汁、懐かしい湯
治場の名残か木造の宿・山田旅館のかけ流し温泉に
浸かって元気をもらいました。
いよいよ加齢による膝が心配になり、初めてサポ

上・大渚山山頂

ーターを付けての山行でしたが、日頃から筋力をつ
けていつまでも登りたいとしみじみ思いました。が
んばるぞー。

上 田：汗ばむような晴天のこの日、雨飾山を仰ぎながら紅
葉の大渚山＆鎌池をゆっくり歩き、秋を満喫しまし
た。源泉かけ流しの山田旅館の風情あるお風呂は湯
量も多く、ゆっくり浸かってお肌スベスベ。大満足
の一日となりました。

堀 井：何より晴天の山歩きで「景色バツグン・気分爽快」
でした。湯峠からの雨飾山の堂々とした山容は何度
見ても飽きない。「ブナ林亭」で調達予定のナメコ
は“不作で無い”とのこと。ナメコ抜きの「ナメコ
汁」もまた美味でした。

的 場 ：天気良し！山良し！眺め良し！紅葉良し！風呂良
し！山行時間良し！全てに満足の一日でした。
右・鎌池と大渚山

左・湯峠から仰ぐ雨飾山
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下・鎌池湖畔

期待を裏切ってくれて満足なり
古川三郎
晴天のもと、三島野ＳＣの精鋭（？）5 名が薬勝寺Ｐを出発。北陸道・Ｒ-148・舗装林道を車を走らせて小
谷温泉へ。そこから雨飾山登山口への右折をやり過ごして湯峠登山口に着いた。
〈Ｌ〉が好天と登山道の状態・歩行時間から水と合羽と僅かな行動食のみの携行でＯＫとの許可に「渡りに
船」と軽四輪並みの装備で登り始めた。登山道には 400ｍ毎に山頂までを 5 分割した「5 分の 1」の案内標識
があり有難い。また、急登・緩登の繰り返しで登山道もしっかり踏まれていて登りやすい。およそ 1 時間で
1,365ｍの小ピークに着く。初めて裏から眺める雨飾山は黄葉に彩られた裾野からそそり立ち、その頂上から
鋭く切り落ちた岩壁の色が眺める場所によって変化する見事さに感嘆

あれが…と指差す〈Ｌ〉

する。双耳峰の三角点のある東峰に着き、三角点の頭をそっと撫でて展
望台のある西峰に向かう。その山頂にある避難小屋の屋上が展望台とな
って方位盤も設置されている。そこからは遮るもののない 360 度の眺
望におもわず歓声をあげた。
大渚山を雨飾山の付属品みたいに考えていたが、立派な独立峰であり、
眼下に日本海、諸山を収める素晴らしさに認識を新たにさせられた。
集合写真を撮り終わると下から登ってくる大勢の声がする。な、なんと新潟三条の「老いらく山の会」のメ
ンバー70 名との事なので早々に下山開始。次から次からと登ってくる“老いらく”の男女に驚くが、当方の
顔を見て先方が驚いたかも…。また、今度は七尾の「カメの会」のメンバー19 人とすれ違い、朝日岳山開き
登山で小坪さんに世話になった方々と会話が盛り上がった。山で知った人に出会うのは本当にうれしいもので
ある。残念はその中に森田女史の顔が見れなかったことで、一度拝顔の栄に浴したいものである。
無事下山し、鎌池の「ぶな林亭」前の野外テーブルで昼食。迷シェフ〈Ｌ〉
は必死にキノコを探すも得ることできず、持参した豆腐とネギの味噌汁と
なったが美味。満腹の腹ごなしを兼ねて鎌池めぐりへ。湖面に映る青空、
黄葉の木々、舞い落ちる落葉、散策する人々の姿に心癒される。鉈池、弁
天島を巡って一周 40 分の適度な運動に満足。帰路、
「大湯元・山田旅館」
で入浴。昔の湯治場の雰囲気を残した掛け流し温泉は鉄分含有で少し濁っ
ているが、その心地よさに“世は満足じゃ！”の一言。ただ、掛け湯がな
いので洗髪は打たせ湯（42℃）を桶に受けて行う。頭にかぶると熱いので
マイッタが、我慢し耐えたお蔭で身体と共にそこがツルツルになってスッキリして一路薬勝寺Ｐへ。帰着して
運転手と〈Ｌ〉とお互いの労をねぎらい解散。

三島野スポーツクラブの小旗が…思わぬ会話に
大渚山から下る途中、大勢の高齢者の一団とすれ違った。なんと！70 名を超えるという。新潟燕市から来
たという熟々男女。「老いらく山岳会」とか。実態は「老いらく」でも”明日への希望“が持てる名称はなか
っただろうか？
次にすれ違ったのは七尾の「カメの会」。すると“あっ！三島野ＳＣですか？」と小旗を見て声がかかりま
した。見れば最近入会され、浄土山へともに登った清水さんら七尾「カメの会」の皆さんでした。鎌池でも会
．．
い、
「私も石川労山の会員です」という人、
「来年には三島野ＳＣにお世話になります」という人も。はた迷惑
．．
ならぬ、はたの威力を発揮した一幕でもありました。
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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

高桑信一 著

氏

東京新聞 刊 一六〇〇円

任務分担

Ａ５版 ２５６Ｐ カラー

『山小屋』で常に思うことは、伊藤正一氏の

北アルプス「三俣山荘撤去命令」裁判支援。そ

して２０年に及んだ山仲間の輪だ。支援の会は

「山小屋はいらないのか」を出版し林野庁の地

代値上げの不当性を全国に発信した。最終審で

は一部勝利し決着を見た後、山荘は風雪に耐え

山 小屋 の火 を消 さず に息子 さん に引 き継 がれ

た。

本書は、登場する数多くの山小屋とそれを支

えた山人たちの交流が丁寧に描かれ感慨深い。

著者は北から南まで２７軒の小屋に足を運び、

取材し山の風景・四季折々の魅力・小屋を守り

営む主人を訪ね、その陰に光を射て、心温まる

分で綴る。山旅に必要なデータも添え、ガイド

書としても是非お薦めしたい。

（「登山時報」十一月号 №４７７より）

三島野スポーツクラブ運営役員

〔世話人会〕
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１１月は第２・第４月曜日 10 日（月)・
24 日(月)です。ご出席をおねがいします。尚、開会時間は７時 00 分～8 時 30 分です。

◇ 今年は立山連峰に 3 回の企画がありました。日帰り浄土・龍王。内蔵助山荘で宿泊した別山から雄山への
縦走。そして、今回の東一の越。それぞれの立山連峰を楽しみ、それぞれの魅力を味わうことができたと
思います。身近にこんな魅力あふれる 3,000ｍ峰がある私たちは幸せです。
◇ 台風が 2 つ同じようなコースをたどって日本列島を直撃し、各地で被害がありました。富山県内はそんな
被害も無く台風一過の晴天だけはいただきました。しかし台風の影響は紅葉した木々を襲って色づいた葉
を吹き飛ばしたようでした。鎌池周辺も東一の越も木々の葉が少なかったようでした。
「その風情も良し」
という声もありました。
◇ 台風の接近を聞きながらの山行は昨年の「東鎌尾根から槍ヶ岳」で大槍ヒュッテ小屋の人から『槍へは登
らないですぐに下山しなさい』と叱責されたことを思い出します。今回の雲の平山行は台風の最中の日程
で、三俣山荘に停滞を余儀なくされたとのこと。雲が垂れ込めた中に瞬時に現れる稜線に神々しさを感じ、
下界では見ることのできない光景に感激します。北アルプスは他の山域と比べ山小屋が多くあることが利
点ですが、きびしい日程を無事完遂されたことは良かった。気象条件の悪い時の登山のあり方についての
教訓をそこから導き出すことも必要だと思いました。
◇

僅かのアルバイトで心から満足できる山行ができたことが“大渚山＆鎌池”の参加者の感想から見えて
きます。天気・コース・季節の三拍子が揃ったサマがよくわかります。

全頁をカラーで見ること
ができます。紅葉も冴えま
す。ネットの「お気に入り」
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 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
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