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フランス・プロバンス地方山行スケッチ その 3 小木 清 画

山行報告
創立 15 周年企画「軽登山と交流 in 戸隠」 報告とアルバム
○浄土山・龍王岳

○立山縦走

○自主企画 朝日岳

記録と感想

企画案内
10 月
11 月

・東一の越トレッキング
・荒島岳
・負釣山
連載 五十路の大冒険

・大渚山＆鎌池

会員からの山行便り

・自主企画：風吹大池

秋真っ盛りの北アルプス・立山の山肌は錦繍に
彩られ、訪れる登山者にその姿を見せてくれ
る。
東一の越の紅葉

【集合・出発】5 時 30 分 薬勝寺Ｐ
【行 程】 室堂 9：00

一の越 9：15

東一の越 10：30 （往路を戻る）

一の越 12：00

室堂 13：00
歩行時間 約 4 時間 00 分 〈L〉背渡健治
体力度・技術度とも★☆☆☆☆
【参加申込】10 月 5 日まで FAX57-8180（岩井まで）
【参加費】4,000 円
【装

備】この時期は朝夕氷点下になることもありま

す。防寒対策（ダウンジャケット、フリースなど）は必

※ 大変混雑するシーズンです。ケーブル
乗車の予約（15 人分）をしました。

携です。

先着 15 人とします。
○ 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・雨飾山などの

おおなぎやま

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。

【集合・出発】6 時 30 分

○ 鎌池でキノコ汁をつくって季節を舌でも楽しみます。

【行 程】

鏡池に映る紅葉

小谷村湯峠登山口 8：30
～9：15

湯峠 10：00

大渚山 9：30

鎌池 10：30～12：

30（昼食と鎌池周回）
ブナ林の露天風呂入浴後帰路へ
体力度・技術度とも★☆☆☆☆
【参加申込】10 月 19 日まで
FAX57-8180（岩井まで）
【参加費】2,000 円

標高 1800ｍにある
北アルプス最北の大池

自主企画案内
風吹岳と大池

【集合・出発】6 時 00 分薬勝寺Ｐ
【行 程】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★★☆☆☆ 企画と〈L〉は的場邦夫
【参加申込】10 月 6 日まで的場携帯 090-4320-5325 へ
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勝☆
原 スキ ー
場 か らの コ

樹木が繁っていた葉を落とし 冬の訪れを待つ

ース
標

高

…そんな山景色も心やすらぎます

差

福井県大野市
1523.49ｍ
もし一つの県から代表的な山を選ぶとしたら、という考えが
勝原スキー場から登ります

前から私にあった。福井県はその県界の白山山脈南半の稜

標高差 1250ｍ

線上に多くの峰を有している。（略）その中で能郷白山（1617

登り 4 時間 30 分 下り 3 時間 30 分

ｍ）だけがひときわ高く、長大な白山山脈の最後の盛り上が

技術度★★☆☆☆ 体力度★★★☆☆

りであり（略）私はこの山にもかねてから目をつけていた。選

参加申込 11 月 2 日まで

ぶとしたら、能郷白山か荒島岳か。（略）山の気品のある点で

詳細は次号会報で案内します

は、荒島岳が上だった。
（深田久弥「日本百名山」荒島岳の項より抜粋）

右・荒島岳山頂標識

入善町／黒部市宇奈月
959.3ｍ

下・負釣山登山口

標高のわりにスリリングな山。山頂から後
立山連峰や毛勝山、黒部扇状地が望める。
標高差 555ｍ
登り 2 時間 15 分 下り 1 時間 45 分
技術度★★☆☆☆ 体力度★★☆☆☆
詳細は次号会報で案内します

会 員 か らの 山 行便

花を訪ねて大日岳へ

續池静子

8 月 12 日。7 時 40 分に室堂に着くと雨が降りだす。8 時出発。地獄谷は火山性ガスの噴出で通行禁止。
ハイマツなどが茶色く枯れていて心配になる。9 時、雷鳥沢キャンプ場。風雨が強くなる。右に剱岳の岩
峰、左に立山や薬師岳を見、高山の花々をめでながら歩く。コバイケソウは今年は一花も咲いていない。
11 時半昼食。雷鳥親子 4 羽と出会う。12 時奥大日岳頂上（2611ｍ）に立つ。前回山行時よりも道が荒
れ鎖やはしごがつけられている。
14 時 30 分、大日小屋着。白馬や朝日などの山座同定を楽しむ。ダウンを着込み、靴下を履いたまま早々
に布団に入る。
8 月 13 日。朝食後急いで大日岳へ。6 時山頂（2501ｍ）に立つ。小屋に戻り、下山開始。
急な登山道を慎重に下る。若いママが坊やを背負って頑張っている。大日平は古い木道が取り払われ、
歩きづらい。昼前の称名滝バス停に着いた。
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メンバー：〈Ｌ〉林

憲彦、伊勢治雄、岩井富雄、

川端友嘉、熊木龍巳、清水敏雄、福島忠義、
小竹伸子、甲かほる、熊木廣子、竹内啓子、
藤井洋子、堀カツコ
【行 程】薬勝寺Ｐ5：10
室堂 8：10～8：25

立山駅発 7：10

室堂山 9：50

浄土山

10：55（昼食）11：35

龍王岳 11：50

一の越 12：45～13：15

室堂 14：20

室堂発 14：30

立山駅 15：30

薬勝寺Ｐ帰着 16：45

ひとくち感想
竹 内：浄土山、こんなに広々として頂上らしくない！？どこかへの通過点みたい。龍王岳は岩が積み重なり、
いかにも頂上らしい。周りの山々の緑が本当に美しく、心爽やかだった。時間の都合で鬼岳、獅子岳
へは行けなかったけど、そこにあるというお花畑に行ってみたいなあ、今度は！

甲 か：たくさんの自然災害から私たちを守ってくれる立山サマへ久しぶりに登りました。どっぷり立山に吸い
込まれ、心が洗われました。“ありがとう、これからも見守ってくださいね”今日の御利益①乗車券 3
割引②山頂でお茶会、お抹茶をいただきました。

清 水：今度入会させていただいた七尾の清水です。初めて参加し、和気藹々の雰囲気に足に不安を抱えて参加
した私は気持も楽になって無事登山することができました。暑くもなく寒くもない天候に恵まれ、十
分に山を楽しめました。ありがとうございました。

川 端：ガスの晴れ間からの立山連山の迫力ある眺望“これぞ山の醍醐味”である。浄土山へのゴロゴロした岩
場の急勾配を登った辺りにはトリカブトやミヤマリンドウなどの花が見られ、心が和んだ。夏の終わ
りの山行を楽しみました

堀 ：一年ぶりにおいしい空気と可愛い花々に会い元気になりました。“私向けの企画”ありがとうございま
す。また、よろしくお願いします。

藤 井：浄土山で思いもかけないお抹茶をいただきながら、ガスの切れ間に姿を見せた雄山、足元の可憐な花々。
まさに『浄土の世界』をのぞいた気分でした。

熊木龍：4 ヵ月ぶりの登山で体力が心配でしたが、雨にあわず山歩きを楽しめました。
熊木廣：そんなに暑くもなく山行日和でした。浄土山への最後の岩場をやっとの思いで登りました。
岩 井：予定が悪天候で中止した時より多くの参加者があり、また、久しぶりに参加された人に多く会えて嬉し
かった。この夏、天候が不順でしたが、今回は時々雄山も姿を現わし楽しい山行でした。

福 島：ガスの晴れ間からの立山連山の迫力ある眺望、これぞ山の醍醐味である。浄土山登山口からはゴロゴロ
した岩場の急勾配を登った辺りにはトリカブトやミヤマリンドウなどの花が見られ、心が和みました。
夏の終わりの山行を楽しみました。
林 ：久しぶりのリーダーで緊張し、夜半に目が覚めてなかなか寝付かれずに進
めたトレッキングでしたが、大過なく終えることができてホッとしてい
ます。
スタートからケーブルの乗車券の発売時刻がハイシーズンより遅くな
っているのに気付かず、30 分あまりロスして同行のみなさんに迷惑をか
けました。皆さんのペースに合わせ、どうにか浄土山に向かい、龍王岳
に登っただけで一の越に下山したしたことは、鬼岳、獅子岳に行きたか
った方には不満が残ったと思います。予定を変更したことで時間に余裕
がでて「玉殿岩屋」に行ってきました。これからも☆2 つ程度ならリーダ
ーの役割ができるのではないかと、自信をつけたトレッキングでした。
龍王岳山頂
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久しぶりに参加しました
熊木 廣子
およそ 1 年ぶりの三島野山行に参加しました。初めてお会いするメンバーも何人かいらっしゃいまし
た。出発前に林リーダーの挨拶と自己紹介をして、まだうす暗い 5 時に出発しました。
立山駅の混雑を予想していましたが、以外に人は少なくチョット寂しいくらいでした。平日のためか、
ここ数日の雨が影響しているのか？
「富山県民感謝デー」（8/20～8/31）という企画で立山黒部アルペンルートが 3 割引で少し得した気
分になってケーブルに。
「立山ケーブル開業 60 周年」の記念カードのオマケ付でした。高原バスで室堂
に向かうバスからは視界が良くありませんでしたが、室堂を出発する時には少し晴れてきてガスの切れ
間から見える稜線がきれいでした。しかし、室堂山展望台では展望なし、すぐに浄土山へ向かうと雄山
がはっきりと見え始め、山頂に登る登山者の姿も見えました。
浄土山で昼食。ここで『野点』が！堀さんが抹茶と
羊羹を担いでくれて振舞ってくださいました。感謝！
ありがとうございました。
休んでいると古川さんが登ってこられビックリ！
エアーズの山愛好者とご一緒でした。
龍王岳に登り、一の越を経由して室堂に戻りました。
予定より早く薬勝寺Ｐに帰着。天候もまあまあで良い
一日となりました。

別山～真砂岳～富士の折立～大汝山～雄山
メンバー：
〈Ｌ〉堀井泰則、〈ＳＬ〉岩井富雄、峰 周二、甲かほる、瓶田真寿美、長谷部節子、
森田絹代、岩越理代（日帰り）
【行程】
9/14 薬勝寺Ｐ 5：00
ケーブル出発 7：40

立山駅 6：00
室堂 9：00

別山乗越（剱御前小舎）12：00（昼食）
別山 13：10～25

内蔵助山荘 14：45

9/15 山荘 7：00

富士の折立 8：10

大汝山 8：45

雄山 9：30

一の越 10：50

室堂 11：30（昼食）発 12：50
立山駅 13：55

ホテル森の風立山で♨

薬勝寺Ｐ16：00

別山山頂の祠にて
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ひとくち感想
森 田：今まで見たこともないほどの素晴らしい朝焼けのご来光を拝むことができ、最高の山行となりました。
ありがとうございました。岩井さん、堀井さんが運び上げてくれたお酒がとても美味しかったことは
言うまでもありません。

甲 か：いつも新湊から眺めている別山、立山をゆっくり縦走できました。富山平野、富山湾と能登半島が見渡
せ、北アルプスの山々…剱岳・後立山連峰、そして富士山や白山も。大景観に感動・感激しました。

瓶 田：天候不順だった夏山の欲求不満を解消してくれるような雨の心配ない山行でした。特に 2 日目の大汝山
からは 360 度の展望で、富士山、白山、槍穂高連峰、後立山連峰が素晴らしかった。そして足元に室
堂平が箱庭のように俯瞰でき綺麗でした。

長谷部：山は天候がいちばん！楽しかったです。
岩 井：はじめの計画は 2 泊 3 日で剱岳登頂でしたが、山小屋が満員で立山縦走だけとなりました。今年の夏山
は悪天候で、中止や途中撤退などが多くありましたが、今山行は富士山、槍ヶ岳、白山、富山平野と
その奥の能登半島まで見ることができ感動しました。雷鳥と出会えたことで心が安らぎ、次の力が湧
いてくるようだ。

峯 ：好天気に恵まれて、これまで歩いた逆のコース（別山から雄山）を楽しみました。室堂から越中の名山
（立山・剱・薬師・大日）のパノラマに感動しながら登り、雷鳥とも巡り会えてゆっくりペースでル
ンルンでした。宿泊小屋の内蔵助山荘の“おもてなし”がイマイチに感じた。ここからの日の出が素
晴らしく、富士山も見えて新鮮な感動を味わいました。
堀 井：こんなにゆっくり立山を歩いたのは初めて。別山山頂が大
勢で賑わうのも初めて。いつも素通りだった内蔵助山荘
で宿泊も初めて。新室堂乗越から別山乗越に登り、雄山
へ向かったのも初めて。有名な室堂山荘に入ったのも始
めて。新しい発見の立山縦走でした。

岩 越：八ツ峰はクッキリ！しかし、剱サマは簡単にお姿を見せ
てくださらず、チョット残念。みなさんとは別山山頂で
サヨナラして下山。15：30 に室堂に着いて混雑するバ
ス乗車の最後尾に並び、立山駅に 18：00 着。夕焼け空
に、剱岳にそっくりな雲が私を楽しませてくれた帰路で
新室堂乗越から稜線を登る

した。

山は晴れがいちばん
長谷部節子
天気予報が的中していい天気になったが、立山駅はごった返すほど人出。7：40 ケーブルに乗り、順調にバス
を乗り継いだ。バスの録音ガイドの「立山杉・称名滝・餓鬼の田」を聞いていると車窓から雄大な剱岳が目に入
ってきた。
室堂で玉殿の湧水で水を補給し、石畳の登山道へ。地獄谷のガスで咽喉が辛くて大変でした。雷鳥平から新室
堂乗越・剱御前小舎そして別山へ。360 度の雄大な景観の美しさに心奪われ、また、今までのこのコースを歩い
た思い出が懐かしく蘇ってきました。イワツメクサ・タテヤマリンドウ・トウヤクリンドウ・アカモノ・アキノ
今日は宿は内蔵助山荘。夜空を仰ぐと北斗七星とカ
シオペアが大きく輝いて見えました。
2 日目は大汝山・雄山・室堂と大勢の登山者とすれ違
い、それを縫うようにして下山しました。健脚 8 人の
中にひ弱な脚力の自分が心配でしたが、なんとか完登
できました。自然に触れることが大好きですが「来年
は登れるだろうか？」の思いがよぎりました。
ありがとうございました。
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稜線を歩く・後は真砂岳

2418ｍ
メンバー：
〈Ｌ〉小坪哲彦、小竹茂樹、的場邦夫、峯 周二、小竹伸子、瓶田真寿美、小坪昭子、田中昌子
【行 程】
9／6

薬勝寺Ｐ5：30

北又小屋 7：10～7：40

イブリ尾根 5 合目 9：50
11：55（昼食）12：30

イブリ山山頂

夕日ヶ原 13：30

朝日小屋 14：45
9／7

朝日岳を往復

夕日ヶ原 8：40
5 合目 11：05

朝日小屋出発 7：50

イブリ山山頂 9：40
北又小屋 12：55

小川温泉で入浴後帰路へ
朝日平と朝日小屋

ひとくち感想

小坪哲：山開き登山会に次いで今年二度目の朝日岳。朝日小屋は壁のクロス張替と畳の入れ替えがされたばかり
の初めての宿泊客となる幸運にめぐり合わせました。
（布団セットも新品でした）このあと、トイレも
改修する予定とか。二日間とも好天に恵まれ、全員無事下山できました。来年も企画しますので“乞
う、参加者”です。

小坪昭：白山に続き待ちに待った朝日岳登山でした。管理人の清水ゆかりさんのかくしゃくとした笑みに癒され
ました。北又小屋への道中には萩の花がこぼれ、夕日ヶ原から朝日平にかけてハクサンフウロ、ニッ
コウキスゲなどが青空に映えていました。心配していた難所にかけられているロープが新しくなって
いて、感謝しながらつかみました。的場さんに滑ったところを受け止めていただきありがとうござい
ました。

瓶 田：2 日間とも日中はお天気よかったのに、朝日岳の頂上に立ったときだけ雨が…。展望もきかず残念でし
た。念願の朝日岳に登れて嬉しかった。

的 場：イブリ尾根から昇る朝日だけは初めて。イブリ山頂まではブナの林を登り、夕日が原に出て素晴らしい
展望を満喫しまし、朝日小屋では“小屋生活”を堪能しました。朝日岳頂上までの登山道脇に咲く春
の花（ハクサンフウロ・チングルマ・イワイチョウなど）を愛でることができ、春夏秋を楽しみまし
た。企画した〈L〉に感謝感謝！

小竹茂：久しぶりにハードな山行を楽しみました。朝日岳は春と夏と秋がいっしょに来たみたいで、たくさんの
花を見ることができました。また、行きましょう！

小竹伸：1 年ぶりの朝日岳登山で不安でしたが、1 週間前の浄土山が
良い訓練になりました。新装成った朝日小屋で歓待され、懐
かしい人達にも会え、無事下山できて“感激ひとしお”でし
た。

峯 ：今回の山行きも寝不足（正味 3 時間）でしたが、上り下りのき
つい登山コースを支障なく遂げてホッとしています。一つひ
とつの山行に体調管理を充分にして臨みたい。

田 中：2 年ぶりに挑んだ朝日岳。丸 2 年全く山に登っていなかった
ので不安がありましたが、皆さんのおかげで無事「朝日岳登
山」を遂げることができました。ありがとうございます。ま
た、朝日岳に行きたいと思います。
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山小屋らしからぬ豪華メニューに舌鼓

初登頂 朝日岳
峯 周二
朝日岳、初挑戦の峰です。北アルプス最北端の一番高い山と聞いていたので、「なんと
しても登りたい山」と楽しみにしていました。
今期の山行は天候不順が多く、久しぶりの快晴で「心身とも良好」にてルンルン気分
で出発した。北又登山口からダムサイトのコンクリートの長い階段を下り、黒部川支流の北又谷にかかる吊
り橋を揺られながら渡り、いきなり急登が始まりに“気合”を入れる。イブリ山の「・合目」の標識柱を目
標に美しいブナ林を登り、2 時間ほどで 5 合目に着いた。水場が近く咽喉を潤して身体を休め、心を鎮める。
ここからもきつい急登が続く（ここで先の槍ヶ岳での体調不良を思い起こした）
。同行の女性に“精神的な
面でないの”と言われ、当たらずとも遠からずかなと…反論・言い訳もできず「そうだな」と返す。
しかし、今回は体調良し。10 合目のイブリ山頂上で昼食後に朝日岳と前朝日がその姿を現わして感激し、
夕日ヶ原の景色に魅了され、可憐な花も多く見られた。淋しげに咲き可憐さが漂う花が心に残った。その名
はえーっとママハハコだったか。
北又小屋から 7 時間・標高差 1500ｍを登りきって朝日小屋に着いて、思わず“バンザイ”をしました。
夕食までのひととき北アルプス白馬岳と連なる峰々を仰ぎ、眼下に広がる黒部川扇状地の景観を時を忘れて
眺め楽しみました。
夕食がまた最高！味・メニューとも山小屋とは思えないほど。また、女性管理人の気配り・心遣いが山小
屋のそこここに感じられて、☆五つのランク付けしたいです。
翌朝に朝日岳山頂（2418ｍ）をめざした。1 時間ほどの行程。生憎ガスが覆って 360 度のパノラマは“俺
の妄想”めぐらして楽しみました。
下山は 5 時間ほど要して北又小屋に着き、そして食べ
た冷たいソーメンの美味しさが身体の隅々にしみわたり
ました、満足度 100 点。有名な小川温泉元湯に浸かって
身も心も癒しされ帰路に。それほどの疲れも残さずに車
の後部座席でくつろいでこの山行を終えました。ありが
とうございました。
夕日ヶ原を行くパーテェー

【一口知識】

日本百名山の半分は火山
理科年表には日本の主な火山として、全部で 144 の火山が掲載されているが、実際には 200 を超える火
山があるという。そのうち 86 はここ 2000 年間に噴火した履歴のある活火山である。
いわゆる日本百名山も半分以上が火山で、わが国の名山中に火山の占める役割が大きいことに驚かされ
る。火山は噴火によって災害を引き起こすが、噴火が終了すれば、あとに優れた景観や温泉、湖、滝、火
山特有の植生なども残してくれる。
国立公園も損の大半に火山がある。大雪山、阿寒、支笏湖、八幡平、日光、上信越高原、富士箱根、白
山、阿蘇・九重、霧島・屋久島……。火山のない国立公園をあげるのが難しいほどである。
（「登山と自然の科学」日本勤労者山岳連盟 編・大月書店 刊 より）
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【参加メンバー】
〔飯綱山コース〕
〈Ｌ〉峯
橘

周二、荒井英治、岩井富雄、小坪哲彦、

茂樹、古川三郎、堀井泰則、的場邦夫、加藤日出子、

竹内啓子、長谷部節子、宮本久子
〔高原ウォーキングコース〕〔Ｌ〕林
上田千秋、甲

憲彦、背渡健治、續池巌、

厚子、小坪昭子、續池静子、藤井洋子、

【行 程】
9／27
薬勝寺Ｐ7：00

鬼無里「旅の駅」10：00

登山口 13：25

戸隠高原コテージ 15：00

登山口 10：45

一夜山 11：55（昼食）12：40

（夕食・バーベキューと交流会）
9／28
[飯綱山コース] 登山口 6：55
萱の宮 11：30

萱の宮 7：43

分岐 9：05

山頂 9：30～10：00

分岐 11：00

登山口 12：00

[高原ウォーキングコース]

コテージ出発 7：30

戸隠神社奥社 8：30

鏡池 10：00

中社 11：30

ひとくち感想
宮 本：飯綱山登頂は初めてで紅葉もすばらしくいい山でし
た。戸隠連山と高妻山のパノラマに感動。

小坪哲：総勢 20 名の参加を得て、2 日間とも好天に恵まれ、
紅葉の一夜山・飯綱山の２山の登頂もでき、さらに、
カトーミートさんの超豪華な牛肉と豚肉のバーベキ
ューを楽しんだ戸隠高原でした。

的 場：1 日目の一夜山の登山道を 20 人のパーテェーが列な
して急登を登る様子は見事でした。バーベキューパ
ーテェーは肉美味、おにぎりの旨かったこと格別な
り、２日目の飯綱山登山も天気にめぐまれ最高でし
秋色の登山道

た。三島野ＳＣバンザイ！

目前の飯綱山へ

加 藤：登山道脇に鮮やかに咲くリンドウに癒され飯綱山に登り、15 周年を記念するバーベキューの宴も盛り上
がって楽しみました。

橘 ：久しぶりに会員の皆さんに会えてうれしかった。バーベキューの肉も野菜もおにぎりも最高でした。
堀 井：立ち寄った鬼無里「旅の駅」でふるまいの味噌汁は美味だった。一夜山は僅か 1 時間余の登りで楽しめ、
山頂で気持のいい景色をおかずに昼食。飯綱山ではトレイルランのイベントとぶつかって混雑したが、
頂上からの 360 度の展望を楽しんだ。ギザギザ岩稜の戸隠連山と高妻山の眺めよく、遠く北アルプス
も雲上に浮ぶ。夕のバーベキューの宴は肉旨く、野菜たっぷり…そして、お酒がいっそう美味しく山談
義も盛り上がりました。

荒 井：飯綱山葉歩きやすい登山道でした。長野県は山多く、景色にもめぐまれている。
古 川：久しぶりの 1 泊 2 日山行。2 日で 2 山は好天に恵まれ、おいしい BQ をいただき最高でした。多謝！
長谷部：登りたかった飯綱山に行けてよかった。天候もよく大満足でした。
竹 内：飯綱山に登れるかどうか心配しましたが、登れてうれしかった。途中、途中で周りの山々の教えてもら
いながら楽しく登ることができました。
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小坪昭：戸隠へリッチな旅行をした気分です。天高く秋空の下、
私どもには“うまいものみつけ博士・キノコ博士・植物
博士”など勢ぞろい！「シラヒゲソウ」
「ハナワラビ」な
どの名前も覚え、うれしい限りです。林リーダーさ～ん
ありがとう！

甲 厚：戸隠のケビンでのバーベキューは大変美味しかった。早朝
の星空、戸隠神社奥社、中社から鏡池の遊歩道、そして、
鏡池から仰ぐ戸隠連山が素晴らしかった。三島野ＳＣに
入会して以来 67 回の山行に参加してきました。100 回目

秋色の鏡池と戸隠連山

指してガンバリます。

續池巌：久しぶりに山行に参加しました。天気よし！花なし！キノコなし！でした。
續池静：お天気にめぐまれ、久しぶりで三島野メンバーと山行ができ元気になりました。バーベキューも楽しか
った。大変お世話になりありがとうございました。

上 田：戸隠の杜を林ガイドさんのおかげで楽しく歩けました。立派な戸隠神社奥社の杉並木に感動し、パワー
をもらいました。鏡池に映る紅葉の戸隠連山も素晴らしかった。

藤 井：戸隠神社奥社・鏡池を仲間と杜の中を歩き、そして、優雅にお茶をして、とっても充実した一日でした。
最後に食べたお蕎麦のおいしかったこと…。

背 渡：朝の戸隠古道さんもまた良し、一夜山、バーベキュー宴会もあっていい企画でした。
林 ：久しぶりの戸隠で、鏡池に映った戸隠連山と紅葉が素晴らしく、日頃の“俗なこころ”が洗われるよう
な戸隠トレッキングでした。

三島野ＳＣとともにこれからも
峯 周二
三島野スポーツクラブ発足 15 周年おめでとうございます。私は入会して 2 年しかたっていませんが、少し
ずつ会員の皆さんと語り合いを重ねながら、楽しく山行に参加してきました。まだまだ登山経験も浅く、毎
回の山行が勉強になっています。
今回の「戸隠の交流のつどい」に参加し、天候にも恵まれて 1 日目は一夜山トレッキングと戸隠高原のコ
テージでの美味しい焼肉バーベキューで、大いに食べ、飲み、語り合いました。また、クラブ発足当時から
トレイルランが迫ってくる

の会報を見せてもらい大変参考になり、改めて仲間意識が大事だなぁ～と思いました。
2 日目は初めてのリーダーを任されての飯綱山登山。先頭を歩
きながらパーテェーの皆の顔色や息づかいに注意を払いながら、
緊張の山行でした。途中でトレイルランの 300 名くらいのランナ
ーに道を譲ったり、すれ違いに立ち止まったりの登り下りでし
た。
全員無事下山し、ホッとして胸をなでおろしました。まだまだ経
ランナー

験不足ですが、いろいろな山行に参加しながら自らを磨き、「心
の広い山男」なりたいと思う。

15 周年企画山行を終えて

世話人会代表 岩井富雄

1 日目、一夜山（1562.2ｍ）20 人全員で登り、山頂は気持のいい小さな広場で木々も無く、360 度の展望が広
がる。昼食を食べながらその景観を楽しみました。宿泊の戸隠コテージで会員の好意で準備した肉と野菜でバー
ベキュー。発足以来の『会報』も披露され、思い出話や山への想いなどをこうする有意義な宴となりました。
2 日目、戸隠高原散策コースと飯綱山（1917ｍ）登山コースを楽しみました。紅葉しはじめた戸隠の山々が好
天気に映え、楽しみました。温泉に浸かり戸隠そばを食べた参加者一同の表情は“満足顔”
。
15 周年企画は成功裡に終えることができました。
これからも三島野スポーツクラブは新しい会員を迎えながら会員全員と豊かな活動を重ねていきましょう。
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一夜山山頂にて

コテージにてバーベキュー

飯綱山登山

戸隠トレッキング

奥社にて
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三島野スポーツクラブ 15 周年記念企画

「軽登山と交流のつどい in 戸隠」に参加して

荒井英治

9 月 27・28 日の標記の「つどい」に参加して感じたこと、おもったことを気ままに書いてみました。
1 日目の一夜山と夜のバーベキューも、2 日目の飯綱山登山と温泉入浴と戸隠そばの昼食も全て申し分なく全て
パーフェクトでした。天気も安定していて秋日和の中で楽しい 2 日間を過ごさせてもらいました。下見に行かれた
岩井・小坪さん、登山リーダーの峯さんありがとうございました。
それにしても「長野県は山また山の県、山ばっかりだ」いつもの印象を今回も感じました。富山県と違い、なに
か奥の深い山の文化が長い時間の経過の中で積み上げられてきているようで、畏敬の念が自然と湧いてきます。
『三島野スポーツクラブ』の名前の由来
山登りのサークルなのに何で「スポーツクラブ」なの？と、誰もが一度は思ったことがあるのではないでしょう
か。これまで「○○ハイキングクラブ」とか「△△山岳会」とかの名称に変えたほうが、部外者のも何をするクラ
ブかわかりやすいし、余計な誤解や勘違いを招かず、会員を増やすためにもそのほうが良いのでは…という意見が、
会の創設メンバーの中からさえも出たことがありました。私も“それもそうかな”と思ったことがありました。で
も、一度掲げた看板を変えるのは、過去を消す戸籍抹消みたいで今日まできたようです。でも今は、山岳団体なの
に『三島野スポーツクラブ』なのがお洒落で意外性がありカッコイイと気に入っています。自分たちがそれなりに
こだわりを持って付けた名称ですから。
この名称を付けた経緯について記憶をたどって書いてみました。
『三島野』について：これは私が提案し、通してもらいました。
三島野とは、万葉集の中に大伴家持自身が越中国司として赴任中に詠んだ和歌の中にしばしばでてくる。郷土の
古い歴史を想起させる地名であることと、
“ミ・シ・マ・ノ”の音の響きが好きだったことが『三島野』を強く推薦
した理由でした。
それとこんな個人的な体験があって『三島野』に人一倍愛着を持っていたからです。50 年前、私が小杉高校入っ
うわの

たばかりの 5 月頃、担任の村井究久先生（国語担当）から「おい、荒井、お前の住んでいる上野は鴨猟が盛んらし
いが、鴨猟をやっている古老に、
“初冬にシベリアから鴨の群れが渡ってくる時どういうコースでやってきて上野地
区の溜池で越冬するのか”聞いてきてくれまいか」と言われて、幼稚な私は「自分だけに特別な重大なミッション
（使命）が与えられたと」勘違いして喜び勇んで、鴨問屋の四辻さんとこの爺ちゃんに話を聞きに行き、先生に放
課後、それを誇らしげに報告しました。「先生、上野に来る鴨は 11 月の終り頃からシベリアから海を渡ってきて、
いったん放生津潟に降りて、そこから上野辺りの溜池群にやってくるそうです。そして、昼間と夜はそこに休んで
いて、朝方と夕方に射水平野の刈り取りの終った田圃の落穂を食べに飛び立って行く、そこを谷仕切りの網で一網
打尽にするのです」
。その時点では、何のために先生がそんなことを私に頼んだのか知る由もなかったのですが、三
ヶ月ほどして、北日本新聞の紙面に富山県の国語・古文担当の教師グループが、万葉集にある大伴家持の三島野の
地名を読み込んだ歌やそれらしき歌の数々を実際の地理や自然環境と照合して、三島野が現在のどの辺りだったの
か推定した研究発表が紙面の 1 面全部を使って掲載されていました。
『三島野に

霞みたなびきしかすがに

昨日も今日も雪はふりつつ』

この歌のほかに三島野の名が詠まれてい

る歌がいくつかあるのでしょう。その鷹狩りの獲物のひとつに鴨が想定されていたらしいのです。その『三島野』
の現在地を絞り込むのに、私の報告もいくらか助けになったのが嬉しかった。
『スポーツクラブ』について：射水郡を中心に山登りのクラブを立ち上げようと、発足の 2 年前の 1997 年に山
田

格さんから誘いがありました。その頃私は新日本体育連盟（新体連・現在の新日本スポーツ連盟）主催の水泳

教室に生徒として参加していました。「平泳ぎと犬掻きだけでは恥ずかしい。クロールをマスターしたい」という
30 年来のコンプレックスを解消すべく熱心に教室と、そのＯＢ会的な｢らっこの会｣に参加していました。
『三島野スポーツクラブ』の発足に関わった中心メンバーの黒川さんは「山」専門の感じでしたが、山田さん、
林さん、私は「山」だけでなく、水泳・野球などいろんなスポーツを楽しんでみたいという思いがありました。
そんな経過の中で「山岳会」でなく「スポーツクラブ」という名称が付けられたのでした。
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五十路の大冒険 ③

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

★ その朝、あらぬ夢で目が覚め、外をうかがえば予報どおり曇天模様でした。変に早起きすれば嫌味を言わ
れそうなので惰眠を貪っていると、やがて起床号令が。朝食もそこそこに済ませ何気ないそぶりで家を出
ました。約束の駐車場に近づけば遠目にもそれと分かるグラマラスなボデイ（車のことです）に脇に佇む
女史。しかし、釣り好きの友人とやらは見当たりません。寄せて聞けば緊急な用で来れなくなったとの事。
予定は大きく狂ってしまいましたが、何故かホッとした私です。お天気にも不安があるので遠出は控え、
新緑の頃でもある県境の山へ散策となりました。
★ 途中抜け道のため、とあるゴルフ場の入口を過ぎ、やがて林道と交わるＴ字交差点にさしかかると、なに
やら加速するエンジン音が聞こえてきました。木立やカーブで見通しも悪いのでやり過ごそうと止まった
その時、突然、高級そうな乗用車がショートカットで右折し目の前に突進してきたのです。急ブレーキを
踏んだが間に合わず私の車の左コーナーに衝突、水を噴き上げて止まりま
した。やがて唖然とした表情で降りてきた運転手ですが服装から見てゴル
フ場に急いでいたようです。異音で気付いたのかゴルフ場からも仲間と思
われる数人の男性が駆け寄ってきました。当然、地元警察に通報。やがて
パトカーが到着しましたがゴルフ客は地元の名士連らしく警官とも顔見知
りの様子でした。形式的な現場検証と個々の事情聴取になったのですが、
私たちに「どこに行く目的でここを通ったのか」と違反者扱いとも取れる
わけの分からない質問にこちらもむかつき「私有地でもないのに何の問題が？止まっているのにぶつかっ
てきたのだから、誰が見ても一方的な事故ではないか」といえば「車同士の事故に一方だけの過失はない」
とか。挙句には助手席の女史に「奥さんですか？怪我は」に一瞬、私と目を合わせた女史は気を利かせた
つもりだったのか「妻です。少し首が…」と「では明日にも病院で診てもらって診断書をもらってくださ
い。一週間以上の怪我であれば人身事故としての対応となりますので、長所に名前を…」エッ！何という
ことに…。しかし時はすでに遅く、私は妻の名前を言ってしまいました。やがて「車の賠償問題は当人同
士で話し合いを」と言い残しパトカーは去り、相手も自分の非は認め保険での確約を名刺に一筆したので
我々もその場を離れました。
★ 幸い私の車は走行に支障は無く予定の行動に。女史に首の具合を尋ねれば「大丈夫みたい」と、能天気に
答えます。私のほうも何事も無さそうに振舞ってはいましたが、本音は憂鬱になるばかり。…自宅に連絡
があったらなんと言い訳を…家に帰りたくないなぁ…かくて今日の雲行きのごとく、暗雲漂う大冒険は始
りました。

会報・三島野スポークラブ は会員と会員をつなぐパイプです

皆さんの声と記録を待っています
Ｅmail yasu0126@p1.tcnet.ne.jp

FAX 0766-25-2792（堀井）へ
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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

登山 は自然とと もにあるスポ ーツ。時間 と体

代 表

力を駆使 して樹林帯を歩き、沢を 渡り、岩稜を

TEL

所

攀じって 峰に立つ。そして、そこ からの景観に

住

心が洗わ れ、あるいは、その峰に 立てた達成感

名

に明日を生きる力を蘇えさせてくれる。

氏

だから、私たちは、また、山に向かう。

任務分担

しか し、自然の エネルギーに 謙虚さを持 たな

ければ、 そのエネルギーに押しつ ぶされてしま

うだろう。

御嶽 山の火山噴 火は予期せぬ 自然のエネ ルギ

ーの大き さを目の当たりにさせま した。この事

故災害の 大きさは、紅葉の季節・ 休日・昼時間

という条 件が重なったことも一因 ですが、私た

ちが山に 向かう時、たえず自然の リスクと隣り

合せだということを教えてくれました。

御嶽 山に８月の お盆開けに三 島野ＳＣで 登り

ました。 激しい雨の中、飛騨頂上 のみで撤退し

ましたが 、それから僅か一ヵ月後 の出来事です

から、そ の時すでに火山活動が地 下で始まって

いたと思えます。
『運が良かった』としか言いよ

うがありません。
（堀井 記）

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 10 月 13 日に開催しますのでご出席をおねがいします。次の開催日は未定ですが、決まり
次第案内します。尚、開会時間は７時 00 分～8 時 30 分です。

◇ 御嶽山の火山噴火はショッキングなニュースでした。誰でも気軽に登る山の出来事。知り合いから「この
日、お前どこの山に？まさか御嶽山では…」と電話が入っていました。
◇ 「15 周年企画・戸隠のつどい」は“行事があって参加したいが…”という会員もおられましたが、20 名
の参加で成功裡に終えました。しかし、20 名がきれいな列をつくって登る様はダイナミックでした。ま
るで旅行会社の登山ツアーかと思えるほどでした。天気良く、参加者それぞれが「満足」された様子がう
かがえる報告でした。
◇ 山行報告はいずれも「天気は良し」だったようで、8 月の雨にたたかれたウップンを晴らせたようでした。
◇ いよいよ秋山シーズン。木々の葉が紅や黄に染まる山は、新緑の時や雪の時にくらべ「季節の移ろい」を
心にしみるように感じさせてくれます。ぜひ体感しましょう。
◇ この会報をつくっている傍らでテレビがアジア大会を映しています。スポーツ何でも好きの編集子は「右
目はテレビ画面を、左目はパソコン画面」を睨みながら『戸隠のつどい』の掲載のため、発行日が遅れる
紙面づくりに取り組んでいます。
◇ 日本チームが活躍するとうれしい。日本人なのだから…。これが素朴な「愛国心」だと思う。いわゆる「国
家主義」
「ナショナリズム」を唱える人が言う「愛国心」とは異なる自然な心です。

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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