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９月企画案内

９／２７～２８

１５周年記念企画

戸隠
in

剱岳と立山縦走

軽登山と交流のつどい

９／１３～１５

１０月企画予告――秋があふれています

１０／１１ 東一の越

１０／２６ 大渚山＆鎌池

自主企画

１０／４～７ 三泊四日

風吹大池

黒部源流をめぐる山旅

１０／１３

西鎌尾根から槍ヶ岳

災い転じて福となす 甲かほる

雨の御嶽山

４ｏ１ ３

三島野ＳＣのみなさんはじめまして
森田絹代

五十路の大冒険②

フランス・プロバンス地方山行スケッチ その 2 小木 清 画

参加申込は終了しました。問合せは 0766-57-8180（岩井）または 0766-56-3058（荒井）へ

自主企画
小坪哲彦 企画です。参加申込は終了しました。問合せは小坪 0766-56-3028 まで

【集合出発】5 時 00 分 薬勝寺 P
【行 程】
室堂

9/14

剣山荘

9/15

内蔵助山荘

別山乗越

剣山荘(泊)

剱岳登頂

別山

内蔵助山荘（泊）

立山（大汝山）

室堂

剱沢からの剱岳 ２０１０年９月

9/13

尖がった峰への憧れは、山に登
るものにとって永遠だろう。
槍・穂高・そして剱岳はその代表
的な峰。地元 富山の名峰へ

L：岩井富雄
技術度★★★★☆ 体力度★★★☆☆
【費 用】25,000 円
【参加申込】9 月 6 日まで FAX0766-57-8180（岩井）へ

く ら の すけ

内蔵助山荘
標高 2800ｍの稜線直下にあるリニューアルされた山荘のウリは

① 小屋からご来光が見れる。富山平野の夜景も
② 料理が旨い
③ 日本最古の氷河、内蔵助カールの大雪渓が見れる

自主企画案内
剱・立山企画のウラ企画

14 日～15 日 立山縦走

内蔵助山荘前からご来光を迎える
（内蔵助山荘 HP より）

三日間の日程は取れない… 剱の岩峰登攀は…と
ためらっている人への自主企画です。室堂乗越、別山は剱岳の展望台です。
9/14

室堂

雷鳥沢

新室堂乗越

別山乗越

別山

真砂岳

内蔵助山荘

歩行時間 5 時間 30 分 内蔵助山荘で「剱岳登山組」と合流し、9/15 はいっしょに行動します。
技術度★★☆☆☆ 体力度★★☆☆☆

L：堀井泰則

【集合出発】5 時 00 分薬勝寺 P
【費 用】15,000 円
【参加申込】9 月 6 日まで FAX0766-25-2792（堀井）へ
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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。

秋色の戸隠高原で食べ、飲み、語りあう。これまでの三島野

十五周年記念行事への参加を訴えます

世話人会代表 岩井 富雄

山はこころのふるさと

黒川 衛

１９９ ９年に 発足し て以来 、多くの 山行 やハイ キング で感動 を
ともにし 、学習 会など で新 たな知識 や知恵 を身に 付け ました。 ま
た、大き な事故 もなく 活動 できたこ とは会 員みん なの チームワ ー
クのおかげだと思います。
山愛好 者でま だ未組 織の人 は多くい ます 。先日 の雨飾 山でツ ア
ー登山者 が、山 の状態 やそ れに即し た装備 を無視 した スタイル で
登り始め たのを 見たと き、 改めて「 きちん とした 会」 の存在意 義
を認識し 、十五 周年を 機に 三島野ス ポーツ クラブ がこ れからも 継
続・発展していかなければならないと思いました。
上記の 企画に 多くの 会員の 参加で、 豊か な交流 と親睦 を深め る
ことを願っています。
十五周年に寄せる

今年で三島野スポーツクラブが発足して十五周年です。これまで一人の

仲間を失うこともなく活動してきたことは素晴らしいことだと考えていま
す。

私がこのクラブの設立に携わったのは、私の心の中にいつもある歌があ

るからです。それは『山は心のふるさと』という歌で、富山ハイキングク

みんなとともに行こう

山に行こう

山へ行こう

山は山はみんなのふるさとよ

明日のために行こう

山は山は仲間のふるさとよ

ラブの赤星さんが作られた歌です。知っている方もおられるでしょうが紹
介します。

山は山は君らのふるさとよ

雪と岩と森にいのちを燃やし

一 山は山は心のふるさとよ

二

鼻と星と鳥に親しみながら

自然の中をただ歩くだけで「生きているって素晴らしい」と喜びを感じ

ることができる。こういう思いを共にする仲間が少しでも多くいれば、こ

の世の中はもっと良くなるのではないでしょうか。

今後も仲間を大切にして、今までやってきた勉強会などを続け安全で楽

しい山行を行ってほしいと思っています。
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上・宿泊コテージ
左・鏡池と戸隠連峰
下・一夜山山頂

1 日目
【集合・出発】7 時 00 分 薬勝寺 P
糸魚川 IC
白馬経由
鬼無里村 9：30
一夜山トレッキング 10：00～14：00
戸隠ロッジ 15：00
バーベキュー＆15 周年の宴
2 日目
※ A コース：鏡池トレッキング 歩行時間 約 4 時間 30 分
〈L〉林 憲彦
※ B コース：飯縄山登山 西登山道 標高差 650ｍ
歩行時間 4 時間 30 分 体力度★★☆☆☆ 技術度★☆☆☆☆
〈L〉峯 周二
帰路出発 14：30

※ 宿泊はコテージ（写真参照）で寝具も炊事道具も完備あり。
1 日目の昼食は各自準備してください。
※ 参加費 8000 円（交通費、宿泊、バーベキュー 他）
※ 参加申込は 9 月 20 日までに FAX 57-8180（岩井）へ

春夏秋冬にそれぞれの色があり、それが山々を飾ってその時期に
しか得られない景観と感動をもたらしてくれます。
秋のそれは紅葉・黄葉が山々を鮮やかに彩り、四季の自然の豊か
さを際立たせ、季節の移ろいを実感させてくれます。
[コース] 室堂

一の越

東一の越 往路を戻る

歩行時間 約 4 時間 30 分
体力度・技術度とも★☆☆☆☆
室堂から一の越を越えて黒部側へと足を伸ば

〈L〉背渡健治

す。室堂側から見る山崎カールのなだらかにせ

詳細は次号の会報に掲載します。

生とのコラボレーションが…。

おおなぎやま

２００７年１０月

山がそこにあり、赤く染まったナナカマドの群

東一の越を下る三島野パー

テェー

りあがった立山とは対照的に、険しい岩稜の立

長野県小谷村

＆

○ 大渚山（1566ｍ）は湯峠登山口から標高差 300ｍ、
1 時間余で山頂へ。山頂からは白馬連峰・雨飾山な

秋の鎌池と大渚山

どの 360 度の展望が開けています。
○ 鎌池は登山口の近く標高 1200ｍにある周囲約
2km の池。小 1 時間で周回でき、水面に映る紅葉
を楽しめます。
○ 鎌池でキノコ汁をつくって季節を舌でも楽しみま
す。
体力度・技術度とも★☆☆☆☆
2500m

2841m

2924m

2840m

錦秋に彩られた北ア・最奥の別天地・黒部源流をめぐる山旅
【行程】

10/4
10/6

折立

太郎兵衛平

三俣蓮華岳

薬師沢

黒部五郎岳

10/5

北ノ俣岳

雲の平
太郎平小屋

岩苔乗越
10/7

鷲羽岳

三俣山荘

折立へ下山

技術度★★★☆☆ 体力度★★★★☆ L：岩井富雄
【費用】35,000 円から 40,000 円

長野県小谷村

【参加申込】9 月 28 日まで FAX0766-57-8180（岩井）

土沢登山道を登ります。
標高差 約 700ｍ 登り 3 時間・下り 2 時間
技術度★☆☆☆☆ 体力度★★☆☆☆

標高 1800ｍにある北アルプス
最北の大池

企画と〈L〉は的場邦夫です。詳細は次号会報で！
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メンバー：
〈L〉堀井泰則、
〈SL〉峯 周二、小坪哲彦、的場邦夫、甲 厚子、甲かほる、瓶田真寿美、宮本久子
【行 程】
8/1 薬勝寺 P 6：00

新穂高温泉 P 7：20 出発 7：55

昼食 12：00～20

秩父沢 11：20

鏡平山荘 14：30

8/2 鏡平山荘出発 5：00
硫黄乗越 9：25

ワサビ平 9：25

弓折乗越 6：00

千丈沢乗越 12：25

双六小屋 7：35～50

樅沢岳 8：30

槍ヶ岳山荘 13：55（休憩と槍ヶ岳登頂）16：00

ヒュッテ大槍 17：00
8/3 ヒュッテ大槍出発 6：30
槍沢ロッジ 10：00

坊主岩下 7：05

天狗原分岐 8：00

横尾山荘 11：40（昼食）12：15

新穂高 P 15：40

♨入浴後帰路へ

鏡池と槍・穂高連峰

槍沢大曲 8：55

上高地ターミナル 14：50

薬勝寺 P 18：40

上・槍ヶ岳山頂
左上・西鎌尾根を槍ヶ岳をめざして

長～い ひとくち感想

左下・お花畑と雪渓と三島野パーテェー

峯 ：天空に槍が突く凛々しい北アルプスのシンボル（日本のマッターホルン）をめざして！昨年は台風の為
撤退したリベンジで、興奮気味で再挑戦。しかし、出だしの小池新道の登りで体調不調に陥り、予定
変更の鏡平山荘泊りとなってしまい迷惑をかけてしまいました。一眠りした夕食時には回復し、食欲
も旺盛。鏡池に映る逆さ槍は見ることはできなかったが、池畔は清閑な趣で心身とも癒され、近くに
いた女性らとの山の話や世間話に気持ちも浄化され、床につきました。２日目はルンルンの体調で名
前も知らない（覚えようともしない）可憐なお花畑を見ながらの山歩き。西鎌尾根も快調に槍の肩に
着いて槍の穂先に登頂。ガスッて 360 度のパノラマは望めなかったが、穂先に立てたことで人生を生
きる力を得た気持ちになって、山頂の小さな祠に賽銭 300 円を奉納して三つの祈願をしました。大槍
ヒュッテは見えていて遠かった。夕食は質量ともグーでした。3 日目は御来光を見ることができ、清々
しい気持で槍沢を下った。昨年の下山コースと同じで思い出しながら歩いた。

堀 井：アクシデントで鏡平山荘に泊ったことでゆっくり鏡池と水面に映る槍穂高連峰を眺められた。これまで
３回通過したが、先を急ぐあまりゆっくりと眺めていなかった。２日目の 12 時間の行動はきつかった
が、初めて泊まった大槍ヒュッテに大満足。諸条件を考慮して行程変更を判断したが、目的が完遂で
きて満足しています。

宮 本：昨年は台風で東鎌尾根からの槍ヶ岳登頂はできずヒュッテ大槍で下山しました。「再挑戦」の思いがつ
のっていました。今回の西鎌尾根からの槍ヶ岳はロングコースで、槍ヶ岳の穂先にも立つことができ
て『完全燃焼』しました。花に癒され、絶景を満喫した 3 日間でした。予期せぬことも〈L〉の好判断
で無事に目的を果せて皆に感謝です。
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小坪哲：水俣乗越から東鎌尾根ルートでチャレンジし、台風の接近で槍の穂先への登頂を断念した昨年のリベン
ジとして、今回は西鎌尾根からの挑戦となった。アクシデントで行程の一部やりくりはあったものの、
雨具の世話になることもなく全員が 3180ｍの頂に立ち、無事下山できたことが何よりの成果。私にと
って念願の槍の穂先に立てたことは『近年最大の成果』と感慨深い。槍穂先からの下山途中で長野県
警のヘリコプターが山荘前から急病人搬送する現場を目撃でき、それも山行のアクセントとして心に
残りバラエテェーに富んだ山行でした。当クラブの〈L〉育成の配慮と実践が実を結びつつある山行で
もありました。

甲 か：今年の大イベントに参加できて大満足です。クラブや家族の協力があったからと感謝しています。日頃
の体力づくりもしながら、次の山行に夢を膨らませています。

瓶 田：槍ヶ岳は 13 年ぶり 2 度目でしたが、西鎌尾根は初めてでした。長かったです。初めて岩肌がむき出し
の褐色の硫黄岳を間近に見ましたがその異様さにビックリしました。槍の穂先からの下山途中でヘリ
コプターが病人搬送のために飛来しましたが、ガスの中何度もトライして無事に救助し、飛び去って
いった時ほっとしました。夫が長らくヘリ業界で働いていた（山岳救助にも携わっていた）ので他人
事とは思いませんでした。好きで登山する私たちを命がけで助けてくれる人がいることを肝に銘じて
山に登りたいものです。

甲 厚：天候に恵まれ、鏡池に映る逆さ槍。西鎌尾根の高山植物や山岳風景を満喫の縦走。そして念願の槍ヶ岳
の頂に立てて幸せイッパイでした。

的 場：いつもはただの通過点だった鏡平山荘で鏡池に映る槍穂高連峰をじっくり見ることができた。峯さんに
感謝かな？でも 2 日目はハードになったが皆が槍ヶ岳の頂上に立ててよかった。ヒュッテ大槍はこじ
んまりしてアットホーム的で食事も美味しくいい小屋でした。計画通り飛騨沢を下りたかったのです
が…これが心残りになりました。

災 い 転 じ て 福 と な す
天候に恵まれ全員、3180ｍ槍ケ岳に登頂
甲 かほる
３日間コースなので、前日は１０時ごろに導眠剤を１錠飲んで就寝。ぐっすり休んで３時起床。しっかり準備を
整えて薬勝寺池駐車場へ。快晴のもと、わくわくしながら８人での出発。新穂高温泉駐車場は大阪等の遠方からの
自動車でもういっぱい。
神通川に通じる蒲田川のせせらぎを聞きながらの左俣谷ルートへ。帽子の形をした霊峰笠ケ岳が迎えてくれまし
た。
（笠ケ岳は 1824 年越中生まれの僧・幡隆上人が再興登山をし、対峙する群山を圧してひときわ高くそびえる槍
ケ岳を眺め、その霊感に打たれ開山の悲願を抱いた山といわれています。）
少し歩くと自然クーラー風穴もあり、すがすがしい気分でぶな林道を進むとわさび平小屋へ。ぶなの木よりわき
出る湧水で冷やしたトマトやオレンジあり。２年前、黒部源流山行帰りに食べたな。
しばらくすると、いよいよ上り坂の小池新道。秩父沢の橋を渡って、岩場の上り坂へ。目指す槍ケ岳や穂高連峰
を横に眺めながらひたすら足を前へ。
「六根清浄、お山は天気」と唱えたり、演歌を口ずさんだりするのですが、だ
んだん苦しくなって声も出ず。
「もっとゆっくり」の声ばかりが次第に多くなっていきました。
（昨日の夜遅くまで
仕事をしてきた方、習い事があった方、楽しみにしていた会報が届いてつ
い夢中になって読みふけった方などもあったとかでもうバテ気味）また嬉
しい晴天の暑さもあって、予定より時間が少しずつ遅れだしました。
１８５０ｍ時点で昼食。シシウドガ原からは、沼が見えてきました。キ
ヌガサ草、カラマツ草、イワカガミ、ゴゼンタチバナ、シナノギンバイ、
ミヤマギンバイ、チングルマ等を眺めながら鏡平へ。鏡平山荘で休憩して
いるときに予定変更のお知らせ。「これから双六小屋まで行くのは時間的
に難しい。無理をしてはいけない。
」ということになり、なかなか宿泊のできない鏡平山荘でゆっくりすることにな
りました。間もなく、急に雨降り。本当に登らなくてラッキー。夕方、ぱらついた雨も上がり鏡池に映る逆さ槍ケ
岳もすっきりと見え大満足でした。宿泊者同士で、お互いに記念写真の撮りあいです。私たちも今の幸せを精いっ
ぱい表した記念写真も撮りまくりました。お楽しみに！そのあとは、ゆっくりと、楽しく懇親会も行い、いろいろ
な山行談議やら、人生論に花が咲きました。沸き立ての温かいコーヒーありがとうございました。また、夕食の料
理は品数も多くおいしかったですが、やはり温かい味噌汁は疲れた体に沁み渡りました。
（２５,５１７歩）
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きれ

いな星空も見て、翌朝３時までぐっすり。
８月２日

早朝４時ごろ朝食。今日も、槍ケ岳や穂高連峰を眺めながら弓折乗越には６時ごろに到着。もう鏡平
山荘は、はるか遠く小さくなって見えました。花見平では、ヤマハハコ、、ハクサ
ンフウロ、ダイモンジソウ、ハクサンイチゲ、クロユリ等との出会いあり。クロユ
リがたくさん咲いているのに感激。
双六小屋を通って、樅沢岳、硫黄乗越、左俣岳へ。そして、西鎌尾根から千丈
沢乗越へ。
今度は、槍ケ岳がずっと前に見えます。トリカブト、イタドリ、アオノツガザク
ラ、イワギキョウ、イワツメクサ、ミヤマダイコンソウ、ミネウスユキソウ、ヨツ
バシオガマ、テガタチドリ、ミヤマクワガタ、イワオウギ等あり。
この間、私は２回転びました。足が上がっていないのです。それなのに、色々な

ところに目をやりすぎなのです。歩くのにも頭を使って集中することを教わりました。一つ間違えれば、滑落事故
になるような場所なのです。リーダーの次に私、その後ろが的場さん。常に、適切な指示をしてもらい、槍ケ岳山
頂に向けて生かさなければと思いました。
１３：５５ 槍ケ岳山荘に到着。本当にたくさんの登山者で賑わっていました。ところが雨が降ってきたのです。
これに雷でもなろうものならとリーダー中心に協議。今日の宿泊予定のヒュッテ大倉までは東鎌尾根ルートを通っ
て１時間はかかります。明日の早朝登頂にしても、こんなにも超満員では、時間ばかりかかることは明らか。
１４：１５

晴れてきました。雨の後でしたが、リーダーの「岩が濡れていない」ことを確認されてから、いざ

頂上へ。かつて幡隆上人が、危険な個所に鎖を準備され、祠を建立した槍ケ岳頂上。たくさんの鎖と階段は教えて
もらった３点支持、足元をしっかり確保しながら集中。
１５：１２

ついに祠にお賽銭をあげることができました。バンザイ！皆さんのおかげで無事初登頂ができました。

ありがとうございました。
ヒュッテ大槍へまっしぐら。ほっとしたのもつかのま。やはり東鎌尾根ルートはとても厳しいものがありました。
集中力を使い切った後なので、もうふらふら。（３２,６９４歩）小屋での温
かいコーヒーと、ミルクティー、卵スープがおいしかったです。登頂記念に
バッジを購入。
８月３日最終日。４時５６分日の出を見る。遅めの７時出発。殺生ヒュッ
テを見ながら一路、槍沢大曲り、槍沢ロッヂ方面へ。途中、薄桃色のタカネ
ウスユキソウ、イワベンケイ、かわいいヒメシャクナゲ、タカネグンナイフ
ウロたちに「さよなら、ありがとう」とあいさつしながら下へ下へ。槍沢ロ
ッヂでは「槍」と染められたタオルマフラーを自分のご褒美に買いました。
次は横尾山荘で昼食。久しぶりにゆったりとできて生き返りました。またひたすらてくてく歩きます。最後の力を
振り絞って徳沢、明神、小梨平、上高地バスターミナルへ。予約してあったジャンボタクシーに乗って新穂高温泉
駐車場へ。
足はもうパンパンでした。（４１,９３１歩）
３日間、８人のメンバーの体調を始め、技術度、体力度、天候等をかんがみて、その都度その都度適切な判断を
してくださったリーダー様たちのおかげで、雨にも会わず、登頂でき、無事に予定の時間に薬勝寺池駐車場に帰っ
てこれたことに感謝します。思わず、厚子さんが自然にみんなに握手をしてくださったときには、大感激でした。
私も続けてしたかったな！
また、天空のお花畑が見られて幸せな山行でした。的場さんにほとんど教えてもらいながら書き留めてみました
がもう大変でした。まだ沢山の記入漏れはあります。
最後に、なかなか出会わない県警ヘリによる救助シーンも紹介してお
きます。
頂上から下りてくる途中（１５：３５ごろ）、上空に県警ヘリが旋回し
始めました。風や雲の流れを見ながら着陸機会を探しています。20 分間
程の出来事でした。ヘリは患者さんを乗せて、飛び立って行きましたが
無事に安全に、到着しますようにと、見えなくなるまで手を振りました。
追

このとき、ガレ場に群生していたかわいい花です。待ち時間があっ

たので、思わず撮影。でも、名前が分かりません。
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メンバー：
〈L〉的場邦夫、小坪哲彦、堀井泰則、岩越理代、森田絹代

◆ 8/16

薬勝寺 P 6：00
ジョーズ岩 10：20

五の池小屋のテラスにて

【行 程】
濁河温泉 9：00～30
蛙岩 11：05

避難小屋跡 12：05（昼食）～30
五の池小屋 13：45
◆ 8/17 （往路を下る）五の池小屋出発 7：00
避難小屋跡 7：50

登山口 9：45

（帰路は豪雨に見舞われ、主要道路が「通行止め」
となり、かなり遠回りして薬勝寺 P に 17：45 着）

左上・五の池と雲海と中央アルプス
中・飛騨頂上
右上・右下

山小屋ライフをエンジョイ

ひとくち感想
小坪哲：2 日間とも雨まじりの天気予報であったものの決行し、雨の中を「滑滝」を思わせる箇所もある登山道
をひたすら歩を進めた。そんな山行でしたが、2010 年に増築された五の池小屋（100 人収容可能）で
は 12 人の宿泊者で“山小屋ライフを満喫”しました。1 日目の夕方の束の間の晴れ間に一面の雲海を
眺め、飛騨頂上神社に参拝でき満足でした。2 日目は夜半から小屋をたたく雨音と雷鳴のとどろきで剣
ヶ峰登頂を断念し、早々に下山。10 時には濁河温泉湯元館の温泉に浸かっていました。
『次の機会には
信仰の山「御嶽山」に登らせていただきたい』と登山口の飛騨御嶽神社里宮にお参りしました。

堀 井：初めての御嶽山登山でした。剣ヶ峰登頂はできませんでしたが、“雨天決行”してよかった。夕方のひ
とときに視界が広がって雄大な景色と剣ヶ峰が望められて満足でした。

岩 越：新しい木の香りがする素敵な山小屋のカフェでいただいたシフォンケーキが美味しかったです。天候は
よくなかったけれど、お客さんが少なくて２階を５人で占拠し小屋生活を満喫しました。もう一度行
きたいなあ―。

的 場：山行二日間の天気予報はあまりよくなかったが、「行かなかったら後悔する」の思いで実施しました。
一日目は昼頃から激しい雨になって、予定の継子岳は断念。新しくなった小屋で山談義が盛り上がっ
た。夕方にはガスが取れて展望を満喫しました。残念ながら２日目も天気が悪く、剣ヶ峰登頂はでき
なかったことは〈L〉として残念無念でした。
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三島の SC のみなさま、はじめまして
七尾市在住の森田絹代です
今年７月、朝日岳の山開き登山会で小坪さんとご一緒したのをきっかけに三島野 SC に
誘って頂きました。そして、今回、初めての山行で御嶽山へ行ってきました。
天気予報は雨。個人的には「雨の中を登らなくても・・・。温泉に入って帰ってくる
温泉ツアーもイイなぁ♪」と思っていました。しかし、待ち合わせ場所に集合した時点
では小雨。中止を決めるにはちょっと残念なような微妙な状況でもあり、相談の末、決
行となりました。
登山口の登りはじめはカッパも要らないほどでしたが、天気予報は正しかった。途中
から本格的に降り出し、登山道は小川のように水が流れていました。雨の中、ツェルト
を屋根代わりに張ってもらって、その中で立ち食いでの昼食。そんな過酷な道程の末、
小屋に到着。小屋では薪ストーブがあたたかく迎えてくれました。
一旦、小屋に入ってしまえばもう出たくなくなるのが人間の心理。予定してい
た継子岳には行かず、山小屋でのんびりすることにしました。社会生活から隔離さ
れ、非日常の空間・時間を過ごすことはこの上も無い贅沢だと私は思います。山の
話や神様の話をしながら、また堀井さんと小坪さんの親父ギャグに苦笑いしながら、
みんなで楽しくティータイムを過ごしました。気が付くと雨が上がりガスがとれ、
雨の日ならではの低い雲海がきれいに見えました。これなら明日は晴れるかな？と
も思ったのですが、そんなはずはなく・・・。翌日も予想通りの雨で、剣が峰には
登らずそのまま下山となりました。
下山後、源泉掛け流しの温泉に入り、アイスクリームを食べ、あとは帰るだけと
いうところまではよかったのですが、日本を縦断していたおおきな前線は岐阜県内
に大雨をもたらしていたようで、道路があちこちで通行止めとなり、高速に乗るために市内を数時間さまよいま
した。３度の U ターンを強いられ、家に帰れるのか心配しましたが、なんとか明るいうちに帰宅することができ
ました。
今回が初めての参加でしたがメンバーのみなさまには暖かく迎えて頂きました。本当にありがとうございまし
た。ドキドキ・ハラハラなことがいっぱいで、いろんな意味で忘れられない山行になったことは間違いありませ
ん。
事故もなく無事に帰ってこられたことに感謝です。

「山はやっぱり晴れがイチバン」と思

ていても、毎日が晴れであるはずがない

この夏の企画でも、６月の雨飾山は激し

雨に撤退。道宗道は雨の間隙をぬってな

とか…。登山セミナーの渓流登山増水の

めも来拝山に変更して実施。７月に入っ

白山も時々雨に打たれて登った。８月は

の平が雷雨のため中止し、再企画。御嶽

は雨の中をひたすら登った。など雨に降

れた山行は今夏だけでも枚挙に暇がない

どだ。昨年夏の常念山脈縦走では雨と風

「低体温症」寸前の経験をしたことは記

に新しい。

この会報を編集中に槍ヶ岳下山中に蒲

川右俣道で増水した沢に流された遭難が

じられていた。雨ニモマケズと勇猛心を

揮するのはいいが、行動するためには正

な地理などの知識や経験に基づいた的確

判断が求められることは論を待たないだ

う。

また、雨の中を中止せず敢行して、登

につれ晴れてきた例もある。こんなとき

『中止せずによかったなあ』となる。

「登山時報」８月号に載っ

ていた記事「雨と登山」は

実感込めて書かれてあり別

刷りで添付し紹介します。

（堀井）

五十路の大冒険 ②

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

☆ 週明けの朝はいつも物憂げに起きるのですが、今朝はやけに寝起きの良い様子に不審に思ったのでし
ょうか、家族からは「何か良いことあったがけ？…」とか言われながら早々に食事を済ませ、怪訝そ
うな視線をあとに家を出ました。
☆ 落ち着かない一日は長く、やがて仕事も一段落した午後 5 時過ぎ、頃合を見計ら
ったように電話が…受話器をとればまさに以心伝心か？例のカメラマン女史です。
“昨日は云々…”と礼節のあと、突然『今週日曜、予定あります？』と問われたの
ですが、あまりにも想定外な展開におもわず口籠もってしまいました。実のところ、
久々に能登町の小木港（九十九湾）へ釣りの約束をしていたのです。今更変更する
わけにもいかず正直に話すか…と。その旨を伝えると『釣り好きの友達を誘ってき
ますので是非ごいっしょさせてください。時間など気にしませんのでお任せしま
す』と意外な反応、うれしいような…でも何か不安な気持はなんだろう？――
ま、いいか…とりあえず待ち合わせ場所を確認し電話を終えました。
☆ 早速私は扱いしやすいような釣り道具を揃えたり、何を着ていこうかとか、遠
足前の子供のように興奮していたのですが、どうも週末の天気は下り坂の様子。
もし雨になれば釣りは無理。他のコースをいろいろ考えたり、そういえば、能
登空港の先、神和住の近くに（当時のプロテニスプレイヤー神和住 純の出身地
名）能登には珍しい水芭蕉の群生地がもう遅いかな？…食事は何処で？幸い国民宿舎のファミリー会
員でしたので九十九湾の漁師の宿にも連絡しておこうか…。
☆ 「ン…」しかし待てよ？先ほどの会話では少し舞い上がり充分な話もできなかったのですが、釣り好
きな人を連れてくって言ってたなぁ…それって、もしやオトコだったら…だったら…改めて聞くわけ
にもいかず、千秋の思いの長い 1 週間でしたが、疑心暗鬼な妄想は膨らむばかりでした。やがてその
日が…。
☆ 海千山千（失礼）の硬派会員方にはネンネじゃあるまいし、貴重な会報に軟な事をと叱られそうです
が、もう暫くお付き合い下さい。

山でのウソのようでホントウの話
ヘリはタクシー代わり？
ある夏山の最盛期、立山の稜線で中高年の女性のグループの一人が転倒して怪我をした。早速、警備派
出所へ救助要請が来た。
「すぐに警察ヘリで救助してください」
「エッ、警察ヘリで？」
「ええ、警察ヘリで
お願いします」「警察ヘリは現在整備中で至急であれば民間ヘリしかありませんが」「だって、民間は有料
でしょう？」
「そうですが…」
「それなら結構です」
そのまま帰ってしまった。ケガの救助要請はなんなんだったのだろう？タクシー代わりに、ただでヘリ
に乗って帰りたかっただけなのだろうか。狐につままれたような遭難届けだった。
（山と渓谷社 刊 谷口凱夫 編 「翼を持ったお巡りさん」よ
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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

発行・山と渓谷社 谷口凱夫 著

任務分担

四六版 ３０４Ｐ １，６００円＋税

富山県警山岳警備隊の隊長として、長年に

わたって遭難救助に携わってきた著者が、定

年退職後、これまでの救助活動や講演、「楽

しい登山教室」講師などの体験を通して、従

来の遭難救助の半生とは違った山の楽しさ、

山岳遭難の恐ろしさを綴った。

山岳警備隊の現場で培った経験と、その後

の中高年を指導する立場から学んだことは、

徹 底 した 安全 登山 への 啓蒙 で あり 実戦 だっ

た。中高年登山ブームは去ったとはいえ、ま

だまだ中高年登山者は多い。

『県警の熊』といわれた著者も後期高齢者

の仲間入りし、つくづく「楽しい登山の原点

は、安全登山に尽きる」ことを実感し、中高

年ならではの楽しい登山を推奨し、安全登山

のノウハウを具体的に綴る著書である。

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 9 月は第一・第四月曜日 1 日（月)・
22 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。

◇ 雨が行く手を阻む夏山でした。例外は「槍ヶ岳」。ピークに立ったよろこびが伝わってきます。でも雨の
中でも「行ってよかったぁ」と感じたり、止めたら後悔するかもしれないと逡巡することもあります。登
山時報のコピーを読んでみてください。
◇ 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。黒川さんの一文にあるように「15 年失っ
た仲間や大きな事故もなく」山行を重ねてきたことは財産です。「運」ではないと思います。すべてに安
全が優先する思想が底流にあったからではないでしょうか。
◇ 9 月になると山に静けさが戻り、夏の名残りと季節が移る色合いが楽しめます。モチベーションを維持し
て楽しみましょう。
◇ 甲かさんと新しい森田さんの感想は、それぞれの山行の様子と想いが読むと伝わってきます。
◇ 広島の土砂災害の被害者に対する救済が急がれます。福島原発被害と震災被害への救済も遅々としている
ようです。政府・行政は全てに優先して取り組むべきではないでしょうか。憲法で保障された「人間らし
い生活」保障するために。そこに住む登山愛好者も一日も早くこころからそれができるように。「集団的
自衛権」とやらで憲法 9 条を壊すことに目の色を変えるのではなく、どうしたら平和で豊かなくらしをつ
くることができるかを求めたい。なぜなら、それが私たちが登山を楽しめる保証であるから…。

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

