会報

８／８（金） 日帰りで立山連峰へ

言うまいと 思えど思わず ドッコイショ

五十路の大冒険

会員からの楽しい寄稿

十月と十一月の企画が決まりました
秋色に染まる山をめぐります

９／６（
土）・
７（
日）
朝日岳

〔自主企画〕

９／６（土）・７（日）
労山県連交流登山〖医王山〗
９／１３（土）～１５（月）
剱岳と立山縦走
９／２７（土）・２８（日）
十五周年特別企画
軽登山と交流のつどい in
戸隠

８／１６（
日）・
１７ 月( ) 御嶽山

〔自主企画〕

８／２２（金）～２５（月）
黒部源流・雲の平

８月の企画案内

９月の企画案内

№ 167
日本勤労者山岳連盟（富山県連盟）
新日本スポーツ連盟

2014 年 8 月 1 日

代表 岩井 富雄
射水市宝町 1364-35
TEL・FAX 57-8180

フランス・プロバンス地方山行スケッチ 小木 清 画

参加申込は締め切りました

2450ｍ

2750ｍ

2872ｍ

2839ｍ

2714ｍ
獅子岳への道から遠望

【集合・出発】5 時 00 分 薬勝寺Ｐ
【行 程】 〈Ｌ〉岩井富雄

赤牛岳

室堂から浄土山に登り五色が原方面に向かって稜線

黒部五郎岳

笠ヶ岳

を歩きますが、帰路のバス時間によっては途中で折

越中沢岳

（ は 0.5）

り返すこともあります。

五色が原

技術度★☆☆☆☆ 体力度★ ☆☆☆
【費 用】5,000 円（交通費 ほか）
【参加申込】8 月１日まで ＦＡＸ57-8180（岩井）

【行 程】 〈L〉岩井富雄
22 日：登山口 折立で前泊（テント）
23 日：折立

太郎兵衛平 薬師沢

（歩行時間
24 日：雲の平

雲の平（泊）

10 時間）

祖父岳 鷲羽岳

三俣山荘

三俣蓮華岳 黒部五郎小舎（泊）
（歩行時間
25 日：黒部五郎小舎
太郎兵衛平
（歩行時間

7 時間）
黒部五郎岳

北ノ俣岳

折立
9 時間 30 分）

技術度★★★☆☆ 体力度★★★★☆
【費 用】25,000 円
【参加申込】8 月 15 日まで
FAX 57-8180（岩井）へ
一度は訪れてみたい黒部源流を一周する企画です。
薬師岳、水晶岳、鷲羽岳など 2900ｍ超の名峰に囲ま
れた別天地を歩き、三俣山荘から黒部五郎・北の俣
の稜線漫歩も…。
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ザラ峠

薬師岳

【行 程】
9/13

室堂

9/14

剣山荘

9/15

内蔵助山荘

別山乗越
剱岳登頂

剣山荘
別山

立山（大汝山）

内蔵助山荘
室堂

技術度★★★ ☆ 体力度★★★ ☆
【費 用】28,000 円
詳細は次号会報で案内します
誰もが一度は登ってみたいと憧れる剱岳。この企画はゆっくりと登れる
コースタイムを取っています。三点支持を確実にすれば登頂できます。挑
戦しましょう！岩峰・剱岳に。
内蔵助山荘は真砂岳直下の稜線 2780ｍにあり、日の出、日の入り、富山
平野の夜景がみられる穴場的山小屋です。改築されたばかりできれいな山
小屋です。

詳細な内容は次号で
お知らせします。

三島野スポーツクラブは発足して 15 年。これまで数多くのハイキング・登山そしてスキーなどの企画
を実施してきました。会員数もここ数年 40 数名を推移しています。これからもいっそう活動を活発にし、
より多くの会員が集うクラブにしたいものです。
そして 15 年の節目にあたって標記の企画をおこないます。こぞっての参加を期待しています。
1 日目
星 1 つの「一夜山」に登ります。標高差 300ｍ頂

このコテージに

上から北アルプスや戸隠連峰が眺められます。そ

宿泊します。

して、コテージで宿泊。もちろんバーベキューで
交流の宴を予定しています。

2 日目
4 時間～5 時間の登山（2 ないし 3 のコースを計
画し、体力などを考慮して選ぶ）
参加費は 7,000 円～8000 円を予定しています。

自主企画で～す
コマクサや山上湖が

おんたけさん

彩る自然豊かな霊峰

3,067ｍ

企画・的場邦夫〈L〉、
〈SL〉堀井泰則
【行 程】岐阜県側・濁河温泉（1700ｍ）から登り、五の池小屋（2780ｍ）
で宿泊。
翌日、最高峰剣ヶ峰 3067ｍに登頂し、往路を下山します。濁河温泉の露天
風呂で汗を流し、疲れを癒して帰路へ。
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山を歩くこころ、自然に向き合うこころ、そして仲間と結び合うこころで
労山の仲間と酒を酌み交わしながら山談義
仲間と登るよろこびを交流し、いっしょに歩きましょう

沢登りコース

【日 程】
1 日目：集合・出発 9/6 13 時 00 分 薬勝寺 P

15：00

医王山 国見平キャンプ場テント設営し、17 時～交流会
2 日目：交流登山 2 つコースを設定します。希望のコースを選ん
で申し込んでください。
① 豊吉川 遡上沢登りコース
沢登り初級コースです。沢登りのベテランが
サポートしますので、初心者でも大歓迎です。
② 鳶岩・奥医王山コース（歩行時間 4 時間）
※ テント泊です。寝袋と下敷きマットが必要です。
駐車場が近いので毛布持参も可能です。
※ 沢登りコースは渓流靴、ヘルメット（どんなもの
でも可）ハーネス（三島野 SC にあります）が必
要です。
15ｍナメ滝
トンビ岩

【参加費】4,000 円（交通費、♨代、交流会 etc）
【参加申込】8 月 20 日までに
FAX 57-8180 岩井まで

自主企画案内

小坪哲彦 企画です。参加申込は小坪 FAX 0766-56-3028 8 月 31 日まで
北又小屋からイブリ尾根コースを往復します。
朝日小屋のゆかりさんの“おもてなし”で心温まる山旅が…。
労山県連の行事と
重なりましたが
実施します

2418ｍ

9/6

小川温泉

9/7

朝日岳頂上往復

北又小屋

標高差 登り 1450ｍ

朝日平から朝日岳へ

イブリ山

夕日ヶ丘

（集合・出発）5 時 00 分

朝日小屋
薬勝寺 P

往路を下る

標高差 登り 270ｍ

下り 1450ｍ

体力度★★★☆☆

技術度★★☆☆☆
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〈L〉小坪哲彦

〈SL〉小竹茂樹

費用は 15,000 円

10 月以降の企画が決まりました
東一の越から見る鬼岳の岩稜と紅葉

荒々しい立山連峰の岩稜が錦秋に彩
られる。群生するナナカマドの紅葉
がウリです。

紅葉の鎌池と大渚山

おおなぎやま 1566ｍ
小谷村の雨飾山の登山口近く。一
帯のブナの原生林が黄色に染ま
ります。鎌池でキノコ汁を…

1524ｍ

「深田百名山」で一躍有名になっ
てにぎわう山となった。晩秋の山
のたたずまいを味わう山旅。
おいつるしやま

959ｍ

急登が続くスリリングな山。山頂か
らは初雪山や栂海新道の山々、そし
て毛勝山や僧ヶ岳など展望よし。

7 月 21 日の世話人会で未定であった 10 月、
11 月の企画を、アンケート結果を参考にして検
討し上記の例会企画を決めました。
会員のみなさんが今から日程を入れていただ
き、多くの参加で成功させたいと思っています。
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縄ヶ池～ひだまり峠～高清水山～新山峠
メンバー：Ｌ/岩井富雄、伊勢治雄、小木 清、
高橋洋一、堀井泰則、峯 周二、上田千秋、
瓶田真寿美、長谷部節子、宮本久子
【行 程】
薬勝寺Ｐ 6：00

縄ヶ池 8：05

ひだまり峠 9：25

高清水山 10：45（昼

食）～11：25
新山峠 13：30

杉尾峠 12：30
新山峠登山口 15：10

ゆうランド花椿で♨

薬勝寺Ｐ18：10

ひとくち感想

ひだまり峠にて

峯 ：最近の山行は 2 回連続雨でしたが、今回はまずまずの天候で 7 時間ほどの山歩き。なぜか？調子よく心
と体がリズミカルにはずむ一日でした。登山道は起伏に富み、道宗さんの強固な意志（信仰心）と 7
里半を歩きとおした行動力に遠くおよびませんが、トレーニングの気持ちで歩きました。

堀 井：久しぶり（約 2 ヶ月）に山を歩きました。疲れましたが“心は爽快”に歩き終えました。山の稜線から
深緑の山並みの展望も見せてくれました。500 年前の道宗僧も疲れた脚を休めて眺めたのでしょうね。
夏山に向けてハズミになる山行でした。

伊 勢：弥七（道宗さんの本名）はエライ。一日に 30 ㌔も踏破するなんて！新山峠から林道までの下山路は悪
路でしたが、どうしても歩いてみたいコースでした。

長谷部：とっても楽しかったです。下山直後に雨が…これも愛嬌。ひとりでは来れないところを皆でいっしょに
歩けて感激しています。ありがとうございました。

宮 本：道宗さんに牽かれて登りました。縄が池からの登り、新山峠からの下りは閉口しました。〈Ｌ〉さんの
下見のおかげで楽しく安心して歩けました。

上 田：山道の脇に咲くササユリに見守られて歩いた道宗道でした。下りは急なところもあったけれど無事に歩
き抜けてよかったです。

瓶 田：歩いてみて、個人ではなかなか行けないところだなあとおもいました。他の登山グループと全く会わな
かったのは意外でした。

高 橋：先輩たちの尽力でよき体験ができたことを感謝します。車の手配や他の事情もあると思いますが、道宗
道にこだわらず、砺波アルプス縦走もいいかも？次回も期待しています。

小 木：道宗道を企画してもらいありがとうございます。富山健(爺)児ならばこの南砺アルプス(？)は一度は歩い
てみたいコースでした。皆さんとともに歩けて感謝しています。歩いてみて道があまりにも整備され
ているのに、またも感謝。しかも下見までしてくれた二人に心から御礼を！次の企画も期待！

岩 井：梅雨の季節で雨が心配でしたが、幸い曇り空で雨が降らな
かったので楽しい山行になりました。今回の〈Ｌ〉として
荒井さんと事前調査して臨んだのですが、下山するルート
分岐を思い込みから少し迷いを生んでしまったことは反
省…。道宗道から望む砺波散居村風景が雲で霞む様は印象
的でした。今は整備されているが、道宗さんが歩いた当時
はヤブを掻き分けての道中だったと思うと頭が下がりま
す。
うっすらとガスが流
れるブナ林を行く
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道宗道を訪ねて
瓶田真寿美
今回参加メンバ－の高橋さんが道宗道（どうしゅうみち）に関する資料を持参して皆に配って下さったので登
山口で読み合わせをして道宗道とはなんぞやと言う事を学んでから登山を開始しました。ここに一部を抜粋し
ます。
（道宗道とは）
昔、小瀬峠を越えて高落場山、高清水山、赤祖父山、大寺山の各尾根伝いに井波へ通じる尾根道があった。こ
の尾根道は、その昔、（500 年前頃）赤尾（現在の西赤尾）に住んでいた弥七（後に京の蓮如上人の弟子にな
り「道宗」と名のる）という若者が、毎月一度は必ず赤尾から七里半（約 30 キロ）の険しい尾根道を越えて
井波御坊（瑞泉寺）へ参向し、御開山の御真影を拝する為に通った道と言われているので「道宗道」と名付け
られている。
豊かなブナの森を歩く道宗道

前泊までしたのに雨で中止だった「雨飾山」、楽しみにして
いた「大辻山の沢登り」も雨で中止になり、2 週続けて不完
全燃焼だった私は今度こそと言う思いでした。その思いが
天に通じたのか直前になって予想は好転し喜び勇んで登山
口に向かったのでした。一台は縄が池の駐車場に停め、も
う一台は新山峠の登山口にデポしました。岩井さんと堀井
さんがデポして戻って来られると、ちょうど高橋さんと小
木さんも到着され、
「道宗道」について皆で勉強してからの
出発となりました。今まで「道宗道」については聞いた事
もなく大変勉強になりました。
稜線に上がるまでは竜の背中と言う尾根道を登ります。急登で息も絶え絶えです。でも時折見える縄が池は鏡
のように静かで美しく、疲れを癒してくれました。真っ白い花を沢山つけた山ぼうしや可愛いピンク色のササ
ユリ、一方で固まって咲いているギンリョウソウは相変わらず少し不気味で
した。
初めのうちはお天気いい中久しぶりに歩けた喜びでとても嬉しく、道宗さん
の気持ちになったりと余裕があったのですが、段々とそんな気持ちはどこへ
やら
余裕がなくなってしまいました。その原因のひとつが虫です。こめかみ、瞼、
眉毛の辺りを中心に 10 ヶ所ほど刺されてしまいました。最初の頃は虫少ない
なと感じていたのですが、とんでもありませんでした。その後は悪夢のよう
な 3 日間が続き瞼が腫れて人相が変わってしまうくらいでした。あなどれま
せんね、山の虫。
ギンリョウソウ
新山峠で道宗道から林道に下る登山道が分からなくて少し迷いましたが岩井さんと荒井さんが下見して下さ

っていたお蔭で無事に下る事が出来ました。有難うございました。

ひとくち 知識
ギンリョウソウ〔銀竜草〕
林中のやや暗い、湿り気のあるところに生えるイチヤクソウ科の腐生植物。葉緑体を欠き、全体が白く
ろうそくのように見える。和名は下向きの花を竜の頭に見立ててつけられた。また、薄暗い林中に生え
る様子から、ユウレイタケ（幽霊茸）ともいう。

白 山

2,702ｍ

メンバー：Ｌ/的場邦夫、ＳＬ／峯 周二、伊勢治雄、小坪哲彦、背渡健治、福島忠義、堀井泰則
岩越理代、上田千秋、小坪昭子、
〔行 程〕
・7/19

薬勝寺Ｐ 6：00

平瀬登山口 8：00～25

大倉山避難小屋（昼食）11：50～12：30
カンクラ雪渓標識 13：50

室堂着 14：50

（最高峰 御前峰へ往復）
・7/20

室堂～お池巡り～大汝峰～室堂（6：45～9：

50）下山出発 10：20
食）12：25

大倉山避難小屋 12：00（昼

登山口到着 14：35

平瀬温泉・しらみずの湯 15：35～16：30
薬勝寺Ｐ帰着 17：35
雪渓で大汝峰を背景に

ひとくち感想
峯 ：白山登山は石川県側からと決め込んでいて、岐阜県側からとは想定外でした。登り始め空模様はあまり
良くなかったが、眼下の白水湖の鮮やかなエメラルドグリーンの湖面に石垣島の海を連想しました。
日本三霊山の霊験あらたかな白山にはじめて登り、クロユリ、ハクサンコザクラ、ハクサンフウロ etc
の花に癒され、白山比咩神社奥宮のお守りをたくさん買い「ごりやくがありますよう」祈願してきま
した。

堀 井：なぜか初めての白山。雄大さでは北アには及ばないが雰囲気のいい山岳風景を見させてくれました。残
念は高山植物の開花がこれからだったこと。しかし、クロユリがこんなに多いとはビックリでした。

伊 勢：平瀬登山道は初めて。登りではあまり感じなかった長い急な階段は下りではマイッタ。クロユリをたく
さん観賞できた楽しい山行でした。

小坪哲：今回の白山は今まで気付いていなかった“白山の魅力”が一気に噴出し気付かされてくれた。雄大な山
容と広大に群生するお花畑の種類の豊かさ（特にクロユリは凄かった）に驚嘆で白山の偉大さを知る
機会となり、今後への山行の貴重な財産となりました。〈Ｌ〉にありがとうの感謝の言葉を！

上 田：風雨の中、最高峰の御前峰に立てたことがうれしかった。仲間の励ましのおかげです。
背 渡：山小屋の「サービス悪さ“星三ツ”」花がたくさんあってよかった。
的 場：ご来光を拝めなかったのが残念！今年の花の見ごろは、後一週間後のようでした。
福 島：平瀬道からはじめて登った。1 日目は時々雨の中だったが涼しくて
登り２０００Ｍ付近にて

よかった。途中からはカラフルなお花の出迎えで感激。雨の中、
ビューポイントからの大展望を期待して歩いた。2 日目はガスっ
て御来光は残念。お花畑の中を歩き、楽しんだ。中でもクロユリ
の群生は圧巻でした。極楽気分を味わった山歩でした。

小坪昭：待ちに待った“白山一泊山行”！主峰の御前峰と大汝峰に登りま
した。
“悠々たる天空”を見させていただきました。神仏習合の山
として崇められていることに感動しました。
〈Ｌ〉に感謝します。

後景の峰は奥三方岳

岩 越：登りでは雨が降ったりやんだり、おかげでカッパの着脱の練習にな
りました。2 日目は晴れてよかったです。
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心は大満足

霊峰白山の旅
岩越理代

霊峰白山、以前は遠くからただ眺めるだけの存在だった。
前回の雨飾山企画が中止となり、久しぶりの登山。多彩な植物がみられると思うと嬉しくて、ついついニンマリ。
ただ、天候が心配だった。
当日天気予報はちょっと辛口、行きの高速道では雷雨となり、また中止になったりしないだろうかと少々心配
に。しかし、平瀬道登山口は晴れ♪

準備体操をして 6.9 ㎞の道のりをいざ出発！

道は整備されており、階段も

幾分か脚に優しい段差。何かと目につく毛虫をよけながら、植物をみつけては話が弾んだ。清々しいグリーンのブ
ナ林で時折眼下に見えるのは、深いコバルトブルーの白水湖。つい見とれては、ついでに歩行が止まり、おっと、
先へ進まないと、といった調子。

室堂にて 後方は御前峰

それにしても、山の天気は気まぐれで、雲行きが怪しいと思ったら
即雨。カッパ着脱が何度も続き少々嫌気が。まさに「着る→やむ・脱
ぐ→降る」この繰り返しだった。尾根筋に出てダケカンバが見え始め、
大倉山非難小屋すぐ手前で昼食休憩。向かう白山方面は雲に覆われ、
そう簡単に姿をみせてはくれなかった。
高度をあげるとともにハクサンフウロやイブキトラノオ、サンカヨ
ウなどのかわいい花や、キヌガサソウの群生や、ちょっと不思議なギ
ンリョウソウ(初めてみた)等々が待っていてくれた。知らない花が多
く、下調べ不足に少々反省しつつ、「雨に愚痴っては花を見つけて笑
顔になる」これも繰り返した。
胸突き八丁を登り終え、両サイドにハイマツと花畑を楽しみながら
室堂ビジターセンターに到着。若い方が多く、まことに色鮮やかだっ
た。宿舎では 1 人に布団 1 枚のスペースが割り当てられ、ちょっと安
心。
少しの間休憩した後に希望者 6 人で御前峰へ。石畳の路肩にはクロユリが可憐
に群生していた。ひと足先に頂上へ辿り着き“山頂には私ひとりだけ”の贅沢な
時間をしばし満喫(だたし視界××)。ねんごろに祈り、おみくじも引き、室堂へ
戻った。お待ちかね？の食事は…頑張って食べた。翌朝のご飯も…

忘れられな

い思い出になった。
夜中から朝方までは激しい雷雨で眠れなかったかたが多かったよう。朝はリー
ダーの判断で天候の回復を待ってから御池めぐりｺｰｽへ出発。雨上がりで澄み渡
った空気を感じ、雪解け水が流れる音を楽しみながら、百姓池・雪に覆われた五
色池傍を通過し大汝峰へ。途中ミヤマダイコンソウの鮮やかなビタミンカラーが
元気をくれた。山頂ではメンバー全員で記念撮影し、コマクサにも挨拶して下山。途中雲の切れ間に御前峰と、剣
ケ峰がくっきりと見え、快晴なら昨日の御前峰で見たであろう景色をいろいろとイメージした。
その後、時間の都合でセンターへ戻り、息子へのお受験対策のお守りをザックにつめて下山開始。天候はよく、途
中年配のご夫婦からジュニアまでがどんどん登ってこられた。
「今日は大倉避難小屋に 1 泊します」と言っていた山
ガールさん、笑顔がとっても素敵だった。
今朝までの雷雨の激しさ故か、毛虫は不思議なほど少なくて大助かり。メンバーに励まされながら無事に下山。登
山靴を脱ぐと大きくため息が出た。風呂につかると両足がじーんとなり、行ってきたのだなあと実感。疲れはした
が、充実感で心は大満足だった。
リーダーによればお花の絨毯にはまだ少し日数が必要なようだったが、逆にいえばリピートする理由が出来たと
いうことか。しかし、その時までにもうちょっと足腰が強くなって、泊まりではなく日帰り出来るようになってい
たいものだなあ。
今回私を 2 つの頂（御前峰と大汝峰）に導いてくださったお山様と、リーダーをはじめメンバーの皆さんに感

9

謝申し上げます。ありがとうございました。

五十路の大冒険 ①

山の銀狐？「Days of Wine and Roses」
T・4 O 1 3 (ペンネーム)

戯言とお聞き流していただければ幸いです。
若い時からアウトドアが好きだった私は、日曜・休日はまず 99％家に居ることはありません（今でもです
が…）。いるとすれば冠婚葬祭か病気の時くらいでしょうか。釣りや諸々のサークル、果ては夜な夜なの音楽
活動（バンド演奏）で帰りも遅く、近所づきあいも苦手。面倒なことは家族にまかせのロクデナシ（変人）で
したが、家業の仕事だけは人一倍こなし、それなりの評価も受けていました。しかし、極めるほどの熱意も湧
かず、何故かわけのわからない虚しさも感じる 50 代前半の頃です。
ゴールデンウィークの最終日、一人で梨谷川上流にでかけました。季節の野草は盛りでしたが、目的の岩
魚釣りは雪代で釣りにならずポイントを変えようと旧道に戻ると、
「ン？」路肩に場にそぐわないシルバーの
スカイラインクーペ

スカイラインクーペが、通り抜けに振り返れば大きなカメラを持った妙齢？のご
婦人がなにやら難儀している様子。男なら完全無視ですが、助平心が騒いだかつ
い声を掛けてしまいました。『如何しましたか？』見ると道路わきに数株の水芭
蕉が…。三脚を忘れカメラの固定に苦慮していたようです。（この頃は手ぶれ防
止機能のデジカメもなかった）私の車には大概の道具は揃っていて、スコープ用
の三脚もあったはず『よかったら貸しましょうか？でも、もう少し行けば群生地

もありますよ。今から行くところですが…よければ如何ですか？』と思い切って聞けば、一瞬と惑ったようで
したが、すぐに笑顔で『ご一緒願えます？』と。of course！！千載一遇のタイミング？舞い上がらず冷静に。
彼女はさっさと荷をまとめて助手席に乗り込みました。物怖じしないというか、はたまたカマクジラという
か、それとも惑わす銀狐？か。まるで予定の行動のようなドライブになってしまいました。なにか硬くなった
雰囲気に気を利かせてか、道すがらの彼女の問わず語りに緊張もほぐれます。が、プライベートなことは聞く
も語るもタブー。よると彼女は有名山岳誌の主催するクラブに所属（主に写真撮影）
。全国会員は数千名だが
県内会員は数名で交流もなく、年に数回の観察会も〔礼文島〕やら〔屋久島〕とか遠方で参加も難しいという
ことでした。また、ナチュラリストの講習も受けており、自然に対する憧憬・洞察もすばらしいものでした。
今日は定例のコンテストと地元新聞の投稿写真を撮りに来たとか。
ほどなく目的地に。人気もない小さな湖畔の水芭蕉やカタクリ、ギフチョ
ウの乱舞を見ながら一つの弁当を分け合い昼食に。私もつりはほったらかし、
時の経つのも忘れお喋りや観察など、撮影演出、アシスタント？。しかし白
昼夢のような時は束の間に過ぎ、彼女を促し帰路につきました。やがて出会
ったところで車を降りた時、何故か沈黙の間が――“何か言葉を探さねば…”
すると突然『電話教えて下さいますか？』。of course！『いいですよ』差し
出した小さな手帳に私は震える手で……『それじゃ気をつけて』と手を振る
彼女を後に車を出しました。“まてよ、そういえば名前も聞いていなかったなあ”
♪名前も知らない～貴女と私～だけど不思議ね～胸がときめく～♪か…電話くるかなあ…
＜気が向けば続きます＞
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寄稿
古川 三郎
揚句は、今から 12 年前の平成 14 年 8 月 8 日、富山県いきいき長寿財団主催の「第 7 回笑句コンテス
ト」に応募し、佳作に入選した拙句です。
当日、富山県民会館大ホールにおいて、財団の理事長さん（当時の中沖県知事）から別掲の表彰状と
賞金、記念品が授与されましたが、小生の句が読み上げられると会場は笑いに包まれ、
“会場にいる皆が
経験されていることなんだ”と気を良くしたことが思い出されます。また、会場にメキシコから帰って
きた小学 2 年の孫を連れて行きましたが、『おじいちゃんは天才だ』と、言われ『天才バカボンだよ』
と茶化した覚えがあります。
確かに年をとると、立ち上がる時や座る時、物を持ち上げたり、おろす時など力を入れたり抜いたり
するときに発する掛け声として、無意識のうちに思わず口にすることが多くなり「また言ったか」と自
嘲してしまいます。
そこで〖ドッコイショ〗の語源を調べてみたところ、それには諸説がありどれが本当かわかりません
が、その中に山登りに関係ある説もありましたので紹介させていただきます。

ろっこんしょうじょう

「六根 清 浄

お山は天気」からが語源の説

昔、特に富士山など信仰の山に登る時、修験者が唱えたのを一般の登山者も唱え、途中疲れて「六根
清浄 お山は天気」が「ろっこんしょうじょう」を短縮して唱え、長い年月の間に「どっこいしょ」の
掛け声になったという事ですが！！果たして本当のことかと疑問を感じるのは、信仰心のない私だけか
もしれません。

どっこいしょ
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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

世話人会は原則毎月の第一・第三月曜日に開催いていますが 8 月は第一・第三月曜日 4 日（月)・
18 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。

◇ 夏山企画満載です。しかし、富山県の地理的条件から北アルプスに眼が向いてしまいます。
「もうチ
ョット視野を広げる」「日本地図を広げる」ことで新しい魅力を見出せるかも…。
◇ ９月の「15 周年企画」多くの会員が集って成功させましょう。少し遠いですが会員諸氏の日程に今
から組み込んで置いてくだされば幸いです。
．．．．
◇ この時期の登山は「雨」とのたたかい。道宗道は雨予報の間隙をぬって歩き、白山は雨予報が好転
したが、登りは雨具の脱着を数回繰り返した。でも、2 日目の好天が救いだったようです。
◇ 「登山は文化です」各人の感性で写真を撮り、山岳風景の雄大さに元気をもらい、高山植物の可憐
さに心が洗われる。そして、それぞれの感想が読むものに山への想いをつのらせてくれますね。
◇ T・4O1 3 さん、古川さんの寄稿されたエッセイこころがなごみます。生きることが楽しくなってき
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
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トイレ考

57-8180

〔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

山のマナー

射水市宝町 1364-35

▼ 先 日ちょっ とショ ッキング なニュー スを 耳

岩井 富雄

に しました 。日本 一高いと ころにあ る「 水

代 表

洗トイレ」が一の越山荘の前にありますが、

TEL

詰 まって流 れなく なってし まい、汲 み取 っ

所

て 掃除した とのこ と。ショ ックだっ たの は

住

詰 まりの原 因が大 量のペッ トボトル や使 い

名

終 わったテ ッシュ 包みビニ ールなど の投 げ

氏

捨 てだった ことで す。登山 者のマナ ーが 悪

任務分担

い のだろう か。近 年、外国 からの観 光客 誘

致 が盛んに 行われ ています がこれも 一因 な

のだろうか。

▼ 数 年前、金 山・天 狗原山（ ２１９７ ｍ） に

登 った時、 １００ ０ｍあま りを登っ てや っ

と チングル マなど の咲く天 狗原山に 着き 休

憩。
「あっ、あそこにも白い花がイッパイ咲

い ている」 眼を懲 らしてみ ると使用 済み ト

イレットペーパーの『花』でした。

▼ 白 山室堂の トイレ が不評で したが、 先日 登

ってみると全てきれいになっていました。

▼ 雪 の残って いない 季節に、 山肌に白 い川 が

見 える。そ の正体 はし尿と ともに垂 れ流 さ

れ た ト イ レ ッ ト ペ ー パ ー だ っ た 。（「 野 口

健 著 世界遺産富士山は泣いている」より）

夏山には高山植物のお花畑や山岳風景を求め

て多くの人が登る。そんな日本の山を後世に残

すことは登山者の使命です。

三島野スポーツクラブ運営役員

