
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

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 

 

   

№ 165 
2014 年 6 月 1 日 
代表 岩井 富雄 
射水市宝町 1364-35 
TEL・FAX 57-8180 
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山行報告 

 

6／1 高落葉山 
6／21・22 雨飾山 

連載  
登山とGPS 
 

陽春の北アルプス 燕 岳 

6／28・29 登山セミナー 

シャクナゲの富士写ヶ岳 

タケノコ掘りと春の旬の

水芭蕉と白山遠望 取立山 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
  
 

 

 

 

全国労山いっせいクリーンハイク 

 

南砺市（旧城端町／平村） 
1122ｍ 参加申込は５月２５日で締め切りました 

参加申込は 7 月 7 日（月）迄とします。

山小屋の宿泊は完全予約制となってい

ますので早めに予約します。 
詳細な計画は次号の会報に記載しま

す。 

  1,996m 

登山道にはまだ雪が残る春から

夏への人気の山に挑みます 

【集合・出発】13 時 00 分 薬勝寺Ｐ 
【行 程】（変更がある場合参加者に連絡します） 

21 日 15 時登山口キャンプ場着 
テント設営と夕食準備 
22 日 雨飾山登山 登山口 8：30 出発 
登り 4 時間 下り 3 時間 〈L〉岩井富雄 
体力度★★★☆☆ 技術度★★☆☆☆ 

【参加申込】6 月 15 日まで岩井 FAX 57-8180 
（前泊なしで登山のみの参加も可です） 
※22 日の雨飾山登山のみ参加は 
【集合・出発】5 時 00 分 薬勝寺 P  
登山口出発 8：30 に合流します。 
（責任者は的場邦夫） 
 
登山道の状態（残雪）については事前に現地に問

い合わせます。 
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登山口の前泊を計画した意図は、 

①テントで宿泊する経験を施設などがあるところで

行ってみる ②早朝出発のための睡眠不足（バテる

一因）をなくすためです。 

テントサイトが近いためシュラフが無くても毛布が

持込めます。 

 

 

この時期は残雪の荒

菅沢は横断します 

シラネアオイやカタ

クリの群生が待って

います 

どうしゅうみち 

 白白白   山山山   

室町時代、五箇山に行徳寺を開基し、五箇山の人々に念仏の教えを広めた赤尾道宗が、蓮如上人

に会うため井波別院瑞泉寺に毎月通っていたという約 15km の山道を道宗道（どうしゅうみち）と

呼んでいます。五箇山古道ともいわれています。 
その道を辿るトレッキングです。5 時間ほどの歩行時間を想定し、コースは後日連絡します。 

 初夏の白山は 

高山植物が咲き乱

れています。 

ハクサンコザクラ・ハクサ

ンイチゲ・ハクサンフウロ

などハクサン…の花が。 

 

2702ｍ 

室堂から御前峰 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

三島野スポーツクラブ 

 

日 時 ６月２８日(土)から２９日（日） 
１泊 2日（3食） 

（28 日又は 29 日の一日のみの参加も可） 

場 所 立山青少年自然の家 

参加費は 5,000 円（一日だけの参加者は別途） 

参加申込は 6 月 15 日まで岩井 FAX 57-8180 へ（宿泊予約のため厳守） 
（全日程の参加 or 28 日だけ or 29 日だけを申し込みに記入してください） 
薬勝寺 P 7 時 30 分に出発します。なお、一日のみ参加者は現地に集合 

 
〈プログラム〉 
1 日目 午前 ◆“加齢に伴う体力と意欲の低下に抗して・アンチエイジング” 
                         古川 三郎 

リーダーの役割・リーダーシップを考える 
堀井 泰則 

       ◆「登山中のケガや病気などの救急対応に着いて」 

 講師は立山町消防署にお願いしています 
 
午後 「読図学習」 来拝山に登りながら行います 
（地形図 1／25000 は準備します。コンパスは各自で持参） 

 
夕食後は交流会です。今年の企画山行の写真をスクリーンで振り返ります。 
また、それぞれの山の想いや体験、自慢話、失敗談などを語り合いましょう。 
 
2 日目 登山 大辻山（白岩川ルート）初級の沢歩きコース〈L〉的場邦夫 

登り 2 時間 15 分 下り（本道コース）1 時間 30 分  
標高差約 500ｍ 体力度・技術度とも★★☆☆☆ 
登山ルートに目印が付けられています 

 

持ち物 
登山装備一式 コンパス 筆記用具（ものさし 30cm 以上）  
労山発行の「ハイキング ABC」「ハイキング・セカンドステップ」を持参してください。 
（浴衣などはありませんのでジャージまたはスエットスーツなどが必要です） 
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メンバー：Ｌ/堀井泰則、岩井富雄、小坪哲彦、林 憲彦、的場邦夫、峯 周二、瓶田真寿美 

27 日  
薬勝寺Ｐ 5：00   
登山口駐車場 8：10 
登山口出発 8：55   
第一ベンチ 9：30 
第二ベンチ 10：20   
第三ベンチ 11：00 
富士見ベンチ 11：50  

合戦小屋 12：30（昼食） 
合戦沢の頭 13：40   
燕山荘 14：50 

    
燕山荘前にて 背景は鷲羽岳と裏銀座の雪稜 ひとくち感想 

瓶 田：燕岳の麓の安曇野は桜が満開でまさに春たけなわ。でも 2700ｍの稜線の朝は気温－10℃。少し風もあ

ってブルブル。山頂までの登山道は少し残った雪がカチカチに凍っていました。お天気はあまり期待

していなかってのですがご来光が拝め、山頂からは富士山、槍・穂高をはじめ 360 度の大パノラマを

望むことができ感動しました。 
堀 井：雪山登山はなんと云っても天気が気になる。一週間前から天気予報を一日に幾度となく携帯で検索して

いたが、いい予報が出なかった。が、その日は予報を覆して好天気となって、また・また“晴れ男の

異名をほしいまま”にできて『神・仏に感謝』した（いつか雨風の山行に巡りあうまで）。 
しかし、今回はバテてみんなの足を引っ張り、〈L〉としての面目無しでした。 

峯 ：雪の北アルプスの最高に美しい大パノラマが目の前に広がり感動・感激しました。日の出も見られ、燕

山荘も居心地良くトイレもとても綺麗で楽しい山行でした。 
岩 井：春山・燕岳は 2 回目。前回より残雪が多く、アイゼンを装着して長く歩きました。前回は合戦小屋まで

ツボ足でした。出発前の天気予報はあまり良くなかったが、予報に反して好天気となって楽しい登山

的 場：燕岳からの白い槍ヶ岳の穂先が見たくて山行に

参加しました。白い槍は素晴らしく格好が良

く小槍、孫槍まで見えました。富士山も望め

大変満足しました。〈Ｌ〉の持っているウンの

お蔭か…。感謝感謝。 
小 坪：2011.5 月以来の燕岳。再び残雪の北アルプスを

満喫できた充実した山行でした。今回の山行

ではＨ先輩の健脚に遅れてはならじと念じつ

つの一歩一歩でしたが、年々体力が落ちてい

くことを認めざるをえませんでした。当クラ

ブの偉大なるＦ先輩の山への熱き思いとそれ

を成し遂げるための日頃の訓練に敬服しつ

つ、先輩を見習い“俺もすごいジジイになり

たい”と励んでいますが「師」の偉大さに感

服され続ける山行が続いています。師匠、近々

またその雄姿をお見せ下さい。 
 

合戦沢の頭付近を行く三島野パーティ 

後景は有明山と安曇野 
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28 日  
燕山荘～山頂往復 
6：35～7：45 
燕山荘出発 8：00  

合戦小屋 9：05  

第一ベンチ 10：50 
登山口 11：25 
 
有明荘で温泉と 
昼食後帰路へ  
 



 

 

＜数年ぶりの燕岳登山＞     林 憲彦

薬勝寺池公園駐車場を出発し中房温泉に到着しまし

たが駐車場はゴールデンウイークという事もあり、空き

スペースを見つけるのが大変でした。ようやく路肩の斜

面に止めることが出来。登山口まで１０分程の自動車道

を歩く。 

登山口で登山届けを投函し、心躍る気持ちで出発しま

した。リーダーの予告どうり第１ベンチからはアイゼン

装着となりました。順調に高度を上げ「日本三大急登」

も何のそのの勢いで登り続けます。 

黙々と歩いていると突然「ア！びんちゃん」の声に振

り向くとスキーでおなじみの川口さんや窪田さんの顔も

見え、軽く挨拶し歩を進めます。 

合戦小屋へは予定どうり到着し、ランチタイム。めい

めいの「お昼」をいただきます。 

合戦小屋出発直前変な足の動きをした途端、左足内股

のけいれんに突然おそわれました。Ｌ堀井さんの鎮痛剤

を塗り少し楽に。イザ合戦の頭へと数歩歩いたら今度は

右足が。でも誰にもうち明けることが出来ず痛みをこら

えて合戦の頭へ向かう。４～５分歩くと楽に、出発前に

飲んだ「ツムラ６８」の効果か痛みが和らぎ快調に。 

燕山荘の手前で少し遅れた人と合流し一緒に宿泊の

受付へ（２時５０分着）。日曜日の泊とあって割とすい

ていて食事も交替無しの１回でゆっくりと歓談しながら

摂ることが出来ました。 

懇談は食事の前と後、自らの登山観を語る人、寝不足

による「バテ」をしないための対策など沢山の話題で盛

り上がりました。 

２日目早朝、朝日を見にみんな出かけましたが、疲れ

ている私はパス。朝食の後イザ燕岳へ。外気は－１０度

とか、ぬかるみも雪面もカチンカチンに凍って足を取ら

れそうになるのを注意して山頂へ。寒いので記念撮影も

そこそこに下山。 

燕山荘で暖かいコーヒーをいただき（５００円）下山

へ。小屋を出るとすぐに大天井への足跡が。元気な人に

感服しつつ一路合戦小屋へ下る。さすが下りは早くに到

着（９時０５分）。小休憩の後出発。第１ベンチまでは

皆さんと同じペースで歩けたのに、アイゼンを外すと小

石や小枝につまずき足首に相当負担がかかり痛み出しま

した。こらえて歩くも登山口には皆さんより１０分くら

い遅れて（１１時４５分）しまい迷惑をかけました。 

有明荘でお風呂に浸り昼食を摂って帰路に就きまし

た。 

足の筋肉痛は

水曜日まで残り、

木曜日にようや

く日常生活が出

来るようになり

ました。 

怪我による１

年間のブランク

と加齢が身にし

みた山行でした。

でもまた山へ行

きたい～ 

懇談は食事の前と後、自らの登山観を語る人、寝不足 

による「バテ」をしないための対策など沢山の話題で盛 

り上がりました。懇談は食事の前と後、自らの登山観を 

語る人、寝不足による「バテ」をしないための対策など 

沢山の話題で盛り上がりました。 

 

 

  

941ｍ  

加賀市山中温泉 

 

メンバー：Ｌ/背渡健治、甲かほる、福島忠義、古川三郎、林 憲彦、長谷部節子、竹内啓子、小坪哲彦、

的場邦夫、藤井洋子、甲 厚子、伊勢治雄、瓶田真寿美、岩越理代、峯 周二 

【行 程】 

薬勝寺Ｐ 6：00  我谷Ｐ 7：35   登山口 7：50   

（途中 4回休憩）  山頂 10：25    前山 10：35（昼食） 

11：05  登山口 13：30  片山津温泉・街の湯で入浴後帰路へ  

薬勝寺Ｐ16：50 帰着 
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イルカ岩と槍ヶ岳 



 
 
 
 

 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

ひとくち感想 

峯 ：頂上では視界悪く、風強く、今にも雨が降りそうでしたが、シャクナゲの当たり年らしく花を咲かせて

群生するそれはすごいインパクトを感じました。ブナ林の新緑の景観も素晴らしく、マイナスイオン

を沢山いただきました。 
甲 か：富士写ヶ岳は 2 回目。富士山を写した姿の山からこの名が付いたそうです。シャクナゲは 10 年ぶりの

満開で素敵でした。 
福 島：急登、穏やかな登りをひたすら歩いた。石楠花はまだ見当たらない。ブナ林の下に石楠花の群落を目に

したとき、思わず“素晴らしい！”と感動しました。 
古 川：今年初めての山行。新緑とブナ林と昨年見られなかった石楠花を堪能した一日でした。 

林 ：数年ぶりの富士写ヶ岳でした。今まで見た中の一番の石楠花のピンクの花にこころから暖まりました。 
甲 か：富士写ヶ岳は 2 回目。富士山を写した姿の山からこの名が付いたそうです。シャクナゲは 10 年ぶりの

満開で素敵でした。 
長谷部：石楠花の美しさに感動しました。昨年のリベンジができ、今年また登った甲斐がありました。 
竹 内：楽しみにしていた石楠花。本当に好かった。土地の人は「10 年来の美しさ」と言われたけれど納得。あ

りがとうございました。 
小 坪：久々の富士写ヶ岳、満開の石楠花に囲まれた山行でした。 
背 渡：今年は石楠花の当たり年。よかったぁ～。 
的 場：石楠花の花は当たり年でした。ブナ林も素晴らしかった。ただ心残りは青空の不足

．．．．．
でした。来年は「青

空・石楠花・ブナ」の三点セットを期する。 
藤 井：★一つのわりにきつかった。みんなに助けられ、塩分の大切さを勉強しました。 
甲 厚：石楠花の当たり年に初めて登った。今年は憑いているぞ！ 
伊 勢：満開の石楠花の群生に出会ったのは初めて。これ以上の群生が他にあるなら見に行きたい。見ごたえが

ありました。 
 

瓶 田：約 14 年ぶりに富士写ヶ岳に登りました。その時

の記憶は定かではなくシャクナゲの記憶があり

ません。今回はこれでもかというくらいに咲き

乱れていました。山頂からの展望はガスが濃く

望めなかったので、せめて一ヶ所だけでも少し

止まって眺めることができたら…と少し心残り

でした。 
岩 越：2 度目の富士写ヶ岳でした。昨年印象に残ったの

はタムシバでしたが、今年は圧倒的にピンクの

お花たちでした。昨年よりチョットだけ脚が強

くなったかな―♪ 

伊勢 治雄 

参加者の大半がリベンジ組で、初挑戦組は２割程度である。 
 登山口へ通じる林道沿いに先着車が１５台程度いた。この車列に三島

野スポーツクラブの３台を押し込み登山の準備を整えた。車の数から人

気のある山であることを示している。 
 登山道は我谷貯水池橋を渡ると直ぐにある。何時ものように歩き始め

はゆっくりと、３０分程度ごとに休憩タイムを取る。登山道沿いにはミ

ツバツツジ、ヤマツツジ、イワウチワが咲いている。高度５７０ｍ位か

らシャクナゲ（アズマシャクナゲであり、ハクサンシャクナゲはほとん

ど見当たらない）がちらほら見られるようになってきた。高度を稼ぐご

とにシャクナゲの群生が登山道の両側に広がっている。花芽の持たない

枝がないほど全ての枝に芽をつけている。蕾のまだ固いもの、蕾が少し 
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開きかけているもの、１房に５～６個の花を満開にしているもの、満開がやや過ぎたもの、また、一方、その大

小の蕾に合ったそれぞれの美しい色合い、どんなペイントをもってしても表現することができない色である。ピ

ンクでもない、赤色でもない、その群生は薄日の下、実にきれいで登山者だけの特権とはいえ余りにも豪華な眺

めである。シャクナゲはツツジ科で花ことばは「威厳」である。花はミツバツツジ、ヤマツツジと比べものにな

らないほど大きく、その咲き誇る様は「威厳」の文字に相応しい。シャクナゲは今が最盛期で散りかけたものは

あったが、散っているものは見当たらない。頂上までに３ヵ所の群生に会えるのである。途中、ブナ林も通り抜

ける。登山道から新緑のブナ林に目を向けると、ブナ林の向うに見える稜線までシャクナゲの群生が足元から広

がっている。多分、その稜線を越えて群生が続いているのかもしれない。上段には若葉の新緑、中段には林立す

るブナのやや白っぽいすべすべした木肌、そして木肌の株辺りにシャクナゲの美しい花、その構図はまさに自然

が作り出した立派な傑作である。途中から風とガスに見舞われ、気温も下ってきたのでカッパを着用した。カッ

パのまま頂上に立った。先着が２０名ほどである。昼食を取る場所もなく、風とガスで眺望は望めず、頂上での

記念撮影後前山へ移動した。前山は西風がほとんど当らずここで昼食を取った。昼食を取っていると２グループ

が前山に来た。知る人が知る場所であろう。西風の強いときは、前山で風を避けることができることを経験した。

富士写ヶ岳登山経験豊富なリーダーの立派なジャッジである。改めて、リーダーたる所以が脳裏を過ぎった。 
 登り２時間２０分、下り２時間程度と登り下りはほぼ所要時間は同程度。 
途中、片山津温泉総湯（＠４２０：石鹸なし）で入浴し帰路に着いた。  
登山道でお会いした地元の登山関係者の言では、今年は１０年ぶりの当たり年だそうである。こんなチャンスに

参加することができたことはただただ関係者に感謝します。     
       ＧＯＯＤ ＰＬＡＮ ＴＨＡＮＫ ＹＯＵ  
 

 

  

毎年 5月の G・Wの恒例企画としてクラブに

定着しています。今回は会員の家族を含めて

大人 24 名・子供 10 名の参加で実施しました。 

竹林で「どこから鍬を入れて掘るか」を教

えてもらい、少し頭を出した筍を見つけて、

慣れぬ腰つき手つきで掘り出しました。その

数 150 本以上。 

そして、楽しみな「春の旬を食する“宴”」

で舌鼓。天ぷらは取立ての筍、差し入れのウ

ド、サツマイモなど。ワラビやコゴミなども

並んでにぎやかなテーブルとなっていまし

た。もちろん〆はタケノコごはん。 

お酒も入って山談義にも花が咲きました。

そして、おみやげに取立てタケノコも付きま

した。 
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タケノコ掘りは今回で 2 回目。母と二人で参加しました。チョット集合

時間に遅れてしまいましたが、野開さんが道具を貸してくださったり、掘

り方を親切に教えてくださいました。とてもうれしかったです。 

タケノコ掘りは前回も参加したのでそれほど難しくありませんでした。

合計８本掘りました。 

年下の友達とも久ぶりに再会し、ご飯を食べたり、話をして楽しめまし

た。揚げたての野菜や山菜の天ぷらがたくさんありました。また、持ち帰

った料理もあり、とても美味しかったです。野開さん、三島野 SC のみなさ

ん、ありがとうございました。         〈会員の家族 T・I〉 

 

タケノコ掘りと食事風景 



 

 

自主企画 山行報告 

 

きょうがくら おおじょう 

     990ｍ       980ｍ 

【行 程】 
 薬勝寺 P 5：30 出発→小谷道の駅 7：00→大城眠り峠登山口 8：30（車 1 台デポ） 
 万平登山口 9：05→休憩（着衣の調整）9：35→おおこば見晴台 9：50 

（山ツツジ、みつばツツジ、れんげツツジ、ひかげツツジの群生） 
   稜線に出る 10：20 （馬の背、とどの背、牛の背？等の巨大岩あり）  
京ケ倉頂上【990m】10：45（昼食）11：20→天狗岩 11：35  
大城頂上【919.2m】11:50→物見台 12：25→眠り峠 12：50 
眠り峠登山口 13：20→登山口万平登山口の出発地点へ   

村営やまなみ荘で入浴後、帰路に着く  薬勝寺 P 着 18：20 

長野県生坂村 

 
L／堀井泰則、岩井富雄、伊勢治雄、林憲彦、

古川三郎、峯周二、甲かほる、瓶田真寿美、

長谷部節子、宮本久子 

メンバー 
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京ヶ倉山頂 背景に北ア・後立山連峰 

ヒカゲツツジ 

ひとくち感想 

宮 本：落ち葉でふわふわの登山道を明るいアカマツの林、花咲くツツジに癒されて歩きました。かと思えば、

馬の背などの険しい岩場が…。天気もよくて最高の山行でした。また行きたい山です。企画ありがとう。 
瓶 田：京ヶ倉って？？？どこの山？初めて聞く山名でしたが、参加して本当に楽しかったです。スリル満点で

緊張感をたっぷり味わった上、お天気が最高に良くて、向かいの北アルプスが一望できて山頂にず～っ

といたい気分でした。 
堀 井：名も無き山に 3 時間もかけてきた甲斐があった山でした。変化に富んだコースよし！展望よし！で地元

の村の有志が「会」をつくって広めているだけのことはあると思いました。昨年の光城山で“京ヶ倉は

いいぞ”と声をかけてくれたオッチャンに感謝です。 
 峯 ：天気が最高に良く、北アルプスなどの景観も最高でした。スリルのある登山道で刺激になりました。 
甲 か：松林の中を常念岳などの北アルプスを眺めながらの山行でした。靴紐が外れにくいしっかりとした結び

方を教えてもらいました。 
長谷部：1000ｍにも満たない低山なのに歩きがいのある山でした。 
古 川：天気・眺望・山――ともに五つ星。ただ、ストックの先っぽが抜けて行方不明となった。残念！ 
 林 ：生坂村を俯瞰し、雄大な北アルプスを望みながらの登山は、前回、前々回の山行とは一味違った楽しい登

山になりました。 
岩 井：大変いい天気で、角度を変えてみる北アルプスは見事でした。登山道はスリルもあって楽しいコースで

した。 
伊 勢：思ったよりリッジは楽だった。北ア・表銀座の峰々は素晴らしい眺めだった。とにかく好天で楽しかっ

た。 
 



 

     北北アアルルププススをを眺眺めめななががららのの京京ヶヶ倉倉・・大大城城 
伊勢治雄 

 薬勝寺 Pを 5：30 に車２台で出発。京ヶ岳登山口に 9：00 頃到着。約 3時間 30 分のドライブである。今朝

の日の出は真っ赤な真ん丸の大きな太陽である。剱などの峰々には雲一つない絶好の登山日和である。雨飾岳

の峰にも雲がない、糸魚川から塩の道街道に入っても北アルプスの山々はますますくっきりと見える。これは

ついていると車中の会話も弾む。 

 車２台のうち、１台を下山口にデポし、もう一台を登山口に駐車した。登山の準備をしていると 2～3 台の

車が到着してきた。登山者 20 人程度である。松本・長野など地元の車である。意外と人気がある山だなあ－

と感じた。 

 リーダーから事前に受け取ったマップを見て先ず気付いたのはこの山のリッジの両側が崖であることであ

る。等高線はかなり混んでいるので、充分注意して登らなければならないと心して登り始めた。登山道は乾い

ており、昨日まで雨の降った様子はない。照葉樹は少なく落葉松、赤松、

黒松など針葉樹が多いためか山全体が明るく感じる。多くの山で自生し

ているツツジはヤマツツジか、ミツバツツジか、レンゲツツジであるが、

だが、この山ではヒカゲツツジが 900ｍあたりの頂上近くに群生してい

る。崖の岩間に根を張り大きい木は 2～3ｍ位のものもある。木漏れ日

の下で育つのでヒカゲツツジと云うそうである。花は霧島ツツジのよう

にやや小ぶりで白色である。リッジには馬の背、ドドノ背、牛の背があ

る。背は大きいものは 10 数メートルの一枚岩である。岩の東側は足元

からすぱっと切れており恐ろしくて谷を覗くことができない。背を一足

一足、靴を岩にフイットさせ細心の注意を払って通り過ぎる。その距離

は 3～4m 位である。岩は意外と小石混ざりのゴツゴツとした岩で、滑りそうな心配はなかったが、雨天時はか

なり厳しい場所である。 

 京ヶ倉の頂上は高木ではないが、落葉松、黒松等が自生している。そのため北アルプスを一望できないが、

樹間からの北アルプスの眺めは素晴らしい。南から蝶ヶ岳・常念岳・大天井岳・有明山・燕岳・餓鬼岳・針ノ

木岳・爺ヶ岳・鹿島槍ヶ岳・五龍岳等である。 

大城の頂上は京ヶ倉よりももっと落葉松などの樹木

が多く、眺望はかなり制限されたが妙高山方面も望めた。

リッジの登山道は幅が狭く気を抜けなかったが、大城を

過ぎてからは下るのみで、やがて平坦な静かな松林の道

となり、リッジ歩行時の緊張感から開放されてか、歩行

中にもアクビが出るやら、眠くなるやらで歩行が散漫に

なりつつあった。近くの案内版にはこの辺りを「眠り峠」

と表示してある。上手に命名したものである。下山道の

落葉を靴で蹴りながら進むと下山口に着いた。 

 1000ｍ足らずの山ではあるが、変化のある登山道は

3000ｍクラスの登山に決して劣らないものである。地元の登山関係者が推薦する理由が理解できる。帰路に村

営「やまなみ荘」で入浴（＠350 円・シャンプ、ソープあり）し、直ぐ傍の「かあさん家」（コシアブラなど

販売）に寄り、18：30 に薬勝寺 Pに着いた。 

 片道約 185 ㎞、下山口から登山口までの約６km、それぞれの往復の運転、ドライバーの両氏には心からお礼

を申し上げます。ありがとうございました。 
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1307ｍ 福井県勝山市／石川県白山市 

【行 程】 
薬勝寺 P 5：30  登山口 7：45～8：00 
大滝コースへ  大滝 8：30  9：45 こつぶり

山 9：45～10：00  10：05 取立平（水芭蕉群

生地）  10：35 取立山山頂（昼食）～11：10 
  登山口 着 12：50 
勝山健康センター「水芭蕉」で温泉入浴 
16：10 薬勝寺 P に帰着 

メンバー：L/岩井富雄、川端友嘉、熊木龍巳、小坪哲彦、林 憲彦、福島忠義、的場邦夫、峯 周二、 
岩越理代、上田千秋、高井増美、竹内啓子 

 

ひとくち感想 

高 井：よい天気！緑・ミドリ・みどり、そして緑…のやさし

い山でした。眼とこころに“緑の点滴”で癒されま

した。ありがとうございました。 
上 田：頂上は若いグループや子供連れファミリーでにぎわっ

ていました。地元に愛されている山だと思いました。

大滝は水量も多く、水芭蕉も見ごろでよかったです。 
岩 越：子供から大人まで楽しめる山でした。天気もよく、白

山は素晴らしい眺めでした。ミズバショウはかわい

らしかったです。 
 

小坪哲：天候に恵まれて楽しいトレーニングになりました。 
峯 ：天気が良好で、素晴らしい雪模様の白山連峰がはっきり見え感動。そのうえ、水芭蕉の群生にもめぐり

あえ、さほど疲れもなくこころ癒されてきました。 
福 島：今回は大滝コースから登りました。なだらかな登りを歩くとさわやかな大滝が現れ心が和みました。こ

つぶり山からの雄大な白山の峰がすばらしかった。快晴の取立山登山で楽しい一日をありがとう！ 
林 ：燕岳での軽い捻挫が尾を引き苦しい登山でしたが、頂上での白山の美しい山稜を眺めると痛さも吹っ飛

びました。これから２週間治療に専念します。 
岩 井：ネットで調査して計画を立てましたが、ほぼ予定どうりの日程で歩けました。大滝付近は岩が濡れてい

て慎重に通過。あとはルンルンのコースでした。スミレ、タムシバ、ミズバショウ、イワウチワなど

の花が迎えてくれました。ファミリーコースの登山道は家族連れ、若いグループが多く人気の山だと

知りました。 
熊 木：今年初めての登山。天気も良く楽しく登れました。今年もよろしく。 
川 端：新緑で眼の保養を充分にさせていただきました。が、体力は祭（伏木のケンカ山祭）の疲れか？トレー

ニング不足か？次回までの課題が…。 
的 場：天気快晴で大滝コースは三点指示も使ったが、帰りのコースは小さな子供でも OK のコース。こつぶり

山と取立山の山頂からの展望はすばらしかった。 
竹 内：登山口の広い駐車場にびっくり。そんなに登山者が来るの？―下山したらそこは車・車・車がいっぱい

でした。登山道は広いし、景色もすばらしく言うこと無しで沢山 
の人が来られるわけがわかりました。ほんとによかったぁ。 

 

 

右・水芭蕉の群落 

下・白山を遠望 
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「★１つの山」は素敵な山 
竹内 啓子 

会報 4 月号に「取立山」の企画が載った。標高 1,307ｍ、標高差 450ｍ、体力度★☆☆☆☆。体力に不安の

ある私にはまさに“うってつけの山”と喜びました。 
でもトリタテヤマってどこにあるの？説明を読むと福井県と石川県にまたがる両白山地に位置するとのこ

とですが、社会科の地図帳にでは載っていませんでした。どんな山だろう…と楽しみに参加申込しました。 
8：00 登山口駐車場（880ｍ）に到着。その駐車場の広いこと、100 台は優に駐車できるスペースがありビ

ックリ。そんなにたくさんの人が訪れる山なの？と思いながら登山道を辿り始めました。ルートは駐車場を起

点に一周するようになっています。私たちは時計回りで進みました。登山道はなだ

らかでよく整備されていました。 
小１時間で「大滝」に。２本の滝が流れ落ち、辺りは爽やかな空気に満ちていま

した。“でも大滝というのは言い過ぎ…”と感じたのはひねくれ者でしょうか。大

滝から流れる沢の石を渡り、登って次のルートに移るところでは滑るかと冷や冷や

でした。渡ってからはまた快調。所々に残っている雪に歓声を上げ、ショウジバカ

マ・イワウチワ・ミツバツツジ‥などの花を愛で青空を仰ぎながら歩きました。 
１時間ほどで「こつぶり山（1,264ｍ）」に。四方が見渡せ、堂々とした白山が眺

められ、たくさんの人が憩っていました。少し行ったところに水芭蕉の群生地があ

ります。雪解け水が流れ込むため丈が低くてとても可憐でした。 
更に小 1 時間で「取立山」に到着し、ここで昼食。その間にも大勢の人が登って

こられます。ご夫婦二人というのも結構いらっしゃいましたし、小さい子

供連れの家族や学生らしいグループもあってにぎやかです。『この山は親し

まれている』と強く感じました。 
取立山山頂から駐車場まで 1 時間の下り。やはり広くてなだらかな登山

道でした。残雪が縦縞に谷筋に残る青い山々。間に見える町の風景を眺め

ながらの下山でした。多くの人に出会いました。子どもたちを引率してい

る団体も幾組みかありました。 
12：30 頃に登山口の駐車場に。ガラガラだ

った広い駐車場はいっぱい。バスも何台か停まっていました。 
取立山よ ありがとう。仲間の皆さん本当にありがとうございました。 
 

取立山は私のように体力のないものにとって、

楽しく登れて素敵な山でした。でも逞しい方々に

とってはものたりなさを感じたかも…。  
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と ＧＰＳ 
 

 

 

 

『ジオイド高』について 

地球は球体をしていると学校で教わりました

が、完全な球体ではありません。地球は自転して

いますので遠心力が働き、赤道上で少し膨らんだ

状態（半径比で 1/300）になっています。 

また地球の引力により中心に向かって力が働

いています。大ざっぱに言いますと遠心力と引力

のバランスの取れた位置が水準点と考えてもいい

と思いまが、引力は山の高低や地核構造の不均一

などで違ってきますのでところどころで水準点が

替わってきます。地球を標準楕円体としたときと

の差がジオイド高と言えます。 

日本では東京湾の平均海面を水準点としてい

ますが、中部地方では概ねジオイド高は北陸では

＋３８ｍ位で、ＧＰＳで表示される高度からこの

値を引けばほぼ正確に標高が判ります。 

ジオイド高に興味のある方は 

http://vldb.gsi.go.jp/sokuchi/geoid/geoid.ml のサ

イトをご覧ください。今回の記述もこの記事を転

用しました。また、簡単に希望の位置のジオイド

高を知ることが出来ます。下記のＵＲＬで自宅や

これから登ろうと思っている位置のジオイド高を

調べてみるのも良いでしょう。 

右の図は５月１１日、自主企画の「京ケ倉・大

城」登山のＧＰＳの記録から私たちが歩いたルー

トを表したものです。 

次回は、ＧＰＳを使った登山の楽しみ方をお話

ししたいと思います。 

ジオイド高計算サイト http://surveycalc.gsi.go.jp/sokuchi/geoid/calcgh/calcframe.html 

Ｈ＝ＨＥ－Ｎ 

Ｈ：標高ＨＥ：楕円体高 

Ｎ：ジオイド高 

林  憲彦 第３回 
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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 

〔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 6 月は第一・第三月曜日 2 日（月)・
16 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。 

  
   

◇ これから深緑の山となり、そして夏山へ。そんな過渡期のシーズンならではの企画が立てられまし

た。あなたの計画に組み入れて、ぜひ参加を。 
◇ 『登山セミナー』に立山町の消防署が協力してくださることになりました。多くの参加で成功させ

ましょう。 
◇ いずれの山行報告も天候や花にめぐまれた報告がされています。ウンがいいのでしょうか？へいぜ

いの行いがいいのでしょうか？モチベーションを高めて次の山に臨みましょう。 
◇ 「登山セミナー」を成功させましょう。まだ日にちがありますが、皆さんの計画日程に予め組み込

んでくださることをお願いします。 

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 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 

会報 5 月後にも書きましたが、改めて GPS の有難さを実感する山行を経験しました。 
GW の 5 月 3 日は北アルプスは悪天候となって、テレビや新聞であいつぐ遭難の報道がありました。く

しくもその時、その日は白馬三山の杓子岳（2,812ｍ）を猿倉～杓子尾根～杓子岳～主稜線～大雪渓～猿倉

のバリエーションに挑んでいました。この日午前はピーカンでしたが、頂上に着くなり、天候が急変し雨・

強風で、しかもホワイトアウトになって視界ゼロ。下山は GPS たよりの計器歩行となりました。焦らずあ

わてず GPS で現在地を確認しながら無事下山することができました。 
GPS は少し値ははりますが、安心して登山できる機器だと思いました。 
追・GW は赤谷山、二上山、笈ヶ岳そして杓子岳と山三昧をたのしみました。 
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