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

№ 177
2015 年 6 月 1 日
代表 岩井 富雄
射水市宝町 1364-35
TEL・FAX 0766-57-8180

小谷村 鎌池にて 小木 清 画

登山セミナー 開催

6 月 14 日（日）

多くの会員の参加を！

労山アピール
前号№176 参照
上市町
446ｍ

（茗荷谷山）

城ヶ平山は周囲の山から独立いて
いて、戦時の籠城を目的とした詰めの
城が築かれていたといわれており、大
変展望がよい。剱岳、毛勝岳、大日岳
が輝いて見える。チョット欲張ってハ
ゲ山まで足を伸ばそう。

【集合・出発時間】 8 時 00 分 薬勝寺 P
【コース】
大岩登山口 9：30
40

城ヶ平山 10：45

峠山 13：00

行動時間 4 時間 30 分

浅生分岐 11：15

浅生分岐 13：20

峠山 11：35

林道 13：40

ハゲ山 12：05（昼食）12：

登山口 14：20

技術度・体力度とも ★☆☆☆☆ 〈L〉 荒井英治

【参加申込】 6 月 1 日まで FAX57-8180 岩井へ

開催
◆

6 月 14 日（日）

会報№176 で 6/17（日）とし
ましたが、正しくはこちら

◆ 雑穀谷とグリーンパーク吉峰
【集合出発】8 時 00 分 薬勝寺Ｐ

【参加申込】6 月 7 日まで FAX 57-8180 岩井へ

吉峰で♨入浴後帰路に。17 時 00 分帰着予定。
プログラム

午前：岩場登攀の三点支持を雑穀谷の岩場と石垣で行います。河原で岩がゴロゴロしている登山道
の歩き方、足の置き方を練習します。講師は黒川 衛 三島野ＳＣ相談役

午後：グリーンパーク吉峰に移動し、歩きながら読図学習します。
地形図は準備しますのでコンパスを持参のこと。チューターは古川三郎、背渡健治、林 憲彦
の各氏が担当します。昼食を持ってきてください。
※ 楽しく山を歩く、ピークに立つ喜びは安全登山が前提です。そのための企画です。
※ また、夏山企画の剱岳や甲斐駒ケ岳・仙丈ヶ岳に参加を希望する会員は参加してください。その
ための会員必須の企画です。
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自主企画の案内
笹原の明るい登山道から能郷白山の山頂を見る

1,617ｍ
福井県大野市/岐阜県揖斐川町/岐阜県本巣市
登山口・温見峠は越前と美濃を分け、日本海（九
頭竜川）と太平洋（揖斐川）の分水嶺でもある。
白山権現の祠から 360 度の大展望。伊吹山、白
山、濃尾平野から日本海、恵那山、御嶽山、など
見飽きぬ景観が広がる。また、花の豊かさ美しさ
がウリの山です。

【集合出発】5 時 00 分 薬勝寺Ｐ
【行 程】
出発 5 時 00 分

ぬく み

登山口温見峠 8：00～8：30

45（昼食）11：30

能郷白山山頂 10：30

白山権現社 10：

温見峠 13：15

♨入浴後、帰路へ

薬勝寺Ｐ18：00 頃着

標高差 650ｍ 体力度★★☆☆☆ 技術度★☆☆☆☆

Ｌ：堀井泰則

【費 用】 約 3000 円
【参加申込】6 月 14 日まで FAX 57-8180 岩井へ or 堀井 FAX 25-2792 携帯 090-1314-6394 へ

小坪哲彦の自主企画
大蓮華山保勝会の特別の計らいで
2,414ｍ

前朝日岳

小川温泉元湯から北又小屋までマイ
カー乗り入れします

〔この山の魅力〕
朝日小屋

その 1

頑張って登ったイブリ山から夕日が原に辿り着く
と、高山植物のお花畑が広がります。

その 2

バンザイ峠から見る朝日平に建つ三角屋根の朝日
小屋の景観は、これまで登ってきた労苦を忘れさせ
てくれます。

その 3 朝日小屋の“おもてなしに「山旅」とはこれだ”と。
朝日平に立つ朝日小屋

北又小屋から朝日小屋までの標高差 約 1500ｍ。
体力度 ★★★★☆ 技術度 ★★☆☆☆

〈Ｌ〉小坪哲彦
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山の緑が深くなり、アルプスの雪が溶け、高山植物
が芽を出し花をつける。気温も上がって稜線の風も
心地よい。
2002.5ｍ

1855ｍ

僧ヶ岳への最短ルート烏帽子尾根から登ります。そして越中駒ケ岳へ
【集合・出発】5 時 00 分 薬勝寺Ｐ
【行 程】
烏帽子尾根登山口
僧ヶ岳

宇奈月ルート合流点

北駒ケ岳

標高差 900ｍ

駒ケ岳

前僧ヶ岳

下山は往路を下る

登り 4 時間 30 分 下り 3 時間 30 分

体力度 ★★★★☆

技術度 ★★☆☆☆

登山路に残雪が多い場合、企画を変更する場合があります。

僧ヶ岳の雪形

大展望と高山植物が待つ
３０００ｍの散策路

3025.6ｍ

平湯からシャトルバスでいっきに畳平（2702ｍ）へ、
およそ 400ｍの登りで最高峰・剣ヶ峰に立つ。
畳平から魔王岳（往復 30 分）、大黒岳（往復 40 分）
、
富士見岳（往復 60 分）もあります。
○ 費用は 4,000 円（バス代含む）
○ 体力度・技術度とも★★☆☆☆
〈L〉背渡健治

3033ｍ

2967ｍ

【行程プラン】
1 日目 戸台口からバスで北沢峠

仙丈ケ岳・馬の背ヒュッテ（泊）

2 日目 仙丈ケ岳に登頂し北沢峠へ、昼食後、アサヨ峰へピストンし、
北沢峠こもれび荘（旧長衛荘）泊
3 日目 甲斐駒ケ岳登頂し、帰路へ
※ 募集人数は 10 人（小屋が予約制であり、先着順とします）
詳細な企画内容などは次号会報№178 で紹介します。
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2,197ｍ

2,245ｍ

新潟県糸魚川／長野県小谷村

花の名峰を訪ねる――豊富な高山植物が出迎える雲上の楽園
〈標高差〉 1200ｍ （参考・称名滝～大日岳は 1450ｍ）

焼山

火打山

〈歩行時間〉 登り：5 時間 00 分 下り：4 時間 00 分
体力度 ★★★★☆

技術度 ★★☆☆☆

クラブでは 2010 年 7 月に
〈Ｌ〉黒川・5 名のパーテェー
で登りました。お花畑と山頂か
らの景観にがんばって登った甲
斐を感じる山でした。
（ほりい）

“憧れの「雪と岩の殿堂」剱岳に登りたい”と思う山好

きは多い。わが郷土のこの名峰に登山を志すものは
一度ならず幾度も岩稜を攀じってその頂に立ちたい
と想う。そんな魅力ある峰をめざそう！

1 日目：室堂

別山乗越

歩行時間 5 時間
2 日目：剣山荘
越

室堂

体力度 ★★★☆☆
夏のハイシーズンは設置されたクサリ場で渋滞し、列
を成して登る登山者の落石も怖い。そのため、お盆明け
の平日に企画しました。すでに、山小屋「剣山荘」の予
約を 10 名で済ませました。

剣山荘（泊）

剱岳

剣山荘

別山乗

歩行時間 9 時間
技術度 ★★★★☆

※ 参加を希望する人は「6／14 登山セミ
ナー」参加が必須です。
※ 参加募集人数は 10 名（受付先着順とし
ます）

8 月下旬に一泊二日もしくは二泊三日で自主企画を検討中です。
候補として、南八ヶ岳（赤岳～横岳～硫黄岳）
・北アルプス縦走（北穂高～奥穂高～前穂高）or
（五龍岳～八峰キレット～鹿島槍ヶ岳～爺ヶ岳）です。いずれのコースも日本を代表するアルピニズ
ムを楽しめるコースです。次号会報№178 で案内します。
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自主企画
メンバー：
〈Ｌ〉堀井泰則、〈ＳＬ〉的場邦夫、岩井富雄、岩越雅代、
小坪哲彦、林 憲彦
【行程記録】
5／2 薬勝寺Ｐ4：53

平湯峠経由

夜叉神峠着 10：20

松本 IC 7：50

登山口発 11：20

〔ウェルカムサービス お茶とケーキに感激〕

5／3 夜叉神峠小屋 5：00
砂払岳 10：45

杖立峠 6：30

中央道八ヶ岳 SA8：50

夜叉神峠小屋着 12：40

小屋前のテーブルで宴
アイゼン装着 8：30

薬師岳小屋 11：02～25

薬師岳 11：40

南御室小屋 9：05～25
観音ヶ岳 12：11

13：05 オベリスクが目前の雪道の下りで小坪・岩井・堀井・林は撤退。
地蔵岳に向かった的場・岩越 アカヌケの頭 13：45
5／4 薬師岳小屋 6：00
10：50

南御室小屋 7：20～40

登山口 11：50

白根 IC9：26

薬師岳小屋着 14：50

地蔵岳 13：55（戻る）薬師岳小屋 16：30

8：56 山火事跡

杖立峠 9：40

夜叉神峠小屋

薬勝寺Ｐ 18：45

芦安温泉で入浴と昼食
農鳥岳

間ノ岳

北岳

左・薬師岳山頂
右上・白峰三山
右下・薬師岳
から富士山

岩 井：３度目の南アルプスでしたが、今回のコースは樹林帯が多く景色があまり良くなかったが、樹林が開けたと
きに見えた北岳・間ノ岳、雲海に浮かぶ富士山はよかった。この時期雪の少ないのに驚きました。久しぶ
りのアイゼンで装着に苦労しました。夜叉神峠小屋の食事の豪華さと美味しさは特筆ものでした。
堀 井：一度登ってみたかった鳳凰三山でした。が、稜線に出るまでの長いカラマツなどの樹林帯は景色を阻んでい
て面白くなかった。この稜線のすべてのピークが花崗岩の大きな奇岩に覆われているのを知りました。し
かし、残雪の少なさに“残雪のアルプスを歩く”つもりの企画が空振り、いやファールチップかな…こん
な時もあるかと慰めています。
小 坪：一昨年のこの時期、5/2～5/4 は爺ヶ岳・鹿島槍ヶ岳で氷点下 20℃を体感しながら稜線を歩いたことを思い
出した。前泊した「キッチン＆やど“ぶたのしっぽ”
」でのステーキとワインを思い出す。
今年の春山は、好天に恵まれ悠々と連なる白峰三山の景観を堪能できて、しみじみと「来てよかった」と
言葉は口からついて出た。
“でもやっぱり、俺には北アルプスが性に合っているなあ！”そんな南アルプス
でした。
林 ：1 日目、2 日目はいつもの通り快調に歩けましたが、3 日目午前 5 時に小屋を出発し、12 時に登山口に到着
する 7 時間。緩やかであったり急であったりの下りの連続にまいりました。体力の衰えを痛感した山行で
した。
的 場：2009 年に青木鉱泉より地蔵岳、観音ヶ岳、薬師岳の鳳凰三山縦走を試みたが、天候悪化で地蔵岳で引き返
して以来、登りたかった観音ヶ岳、薬師岳を縦走でき、たいへん満足しています。今回天候もよく、白峰
三山、富士山も望めました。パーテェーメンバーも良く楽しい山行でした。
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初めての春山・南ア 鳳凰三山
岩越理代
待ち望んだ鳳凰三山への山行。
「春山は冬山」であり、荷物が多くなることは予想でき
たが、登れなくてはどうしようもない。登山道の情報を集めては装備を確認し、パッキ
ングをやり直した。荷の重さを量るために何度ザックを背負って体重計に乗ったことか。
5 月 2 日、ＧＷの夜叉神の森駐車場はほぼ満車。登り始めて序盤は緩やかな樹林帯の登
り。湿り気の無い淡い色合いの山道を 1 時間ほどで夜叉神峠小屋に到着。北岳、間ノ岳、
農鳥岳とそれにつづく残雪の白い稜線の姿が素晴らしかった。夜叉神峠小屋のご主人に
「お世話になります」とあいさつすると、ロールケーキとあったかいお茶のサービスが
‥‥♪♪。その後は小屋前の円卓で『青空富山弁宴会』
。ウグイスのＢＧＭもあり話がはずんだ。
小屋の食事はボリューム満点。野菜たっぷりのおかず＆具沢山のお味噌汁。
“あ～贅沢な時間”休暇もらっ
て本当によかった。明日に備え１９時頃には就寝。まあ、眠れたかな、といったところ。5 月３日、４時起床
し、朝食後早々に出発。南御室小屋手前から雪はあったが、ほとんどの登山者は軽アイゼンを使用していた。
薬師岳小屋に到着後、軽く休憩をとり、荷を軽くし

鳳凰三山最高峰 観音ヶ岳

て地蔵岳方面へ。薬師岳、観音岳を越え、いよいよ
地蔵岳のオベリスクが大きく見えてきた。ここから
見えるそこまでのルートはＵＰ・ＤＯＷＮもあり大
変そうだ。
「リターン or ゴー」一瞬躊躇したが、
“い
くぞ！”と決めて的場さんの後につき、歩き始めた。
賽の河原でお地蔵様にあいさつをして、念願の地蔵
岳・オベリスクの直下に到着した時の表情は、かな
り引き攣っていたかもしれないが「来てよかった～」
と言わずにいれないほど嬉しかった。
復路も辛かったが、小さくても一歩一歩足を出し続ければいつしか目指すポイントに到着することが面白い
なあと感じた。この日の行動時間は休憩を含め１１時間
３０分。私にしてはよく歩いたと思う。
5 月 4 日、下山の日。天候を心配し早めの出発。富士
山に笠雲がくっきりかぶっている。序盤はなんとなく速
足気味だったが、昨日の疲れや体力不足で徐々にペース
が低下。軽やかに追い越し、下山する人が羨ましかった。
夜叉神峠小屋からの最後の道は休憩しては両足をなだ
めながら下った。どうにか無事に夜叉神峠登山口に帰る
ことができた。
帰りに寄った温泉は、うれしいことに私一人で貸切状
態でした。
ベテランばかりの中で、ついていけるかどうか心配で
薬師岳小屋から下山へ
したが、何とか歩き通せて正直ほっとしています。またひとつ自信もつきました。
〈L〉はじめメンバーの皆さ

んのおかげです。ありがとうございました。
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鳳凰三山 復帰と悔恨の記

2017.5.2～5.4
堀井 泰則

昨年末、突然、腰に椎間板ヘルニアの激痛がおそい、それが約一ヶ月続き、その激痛に床に伏していた肉体が手
術によってようやく解放されたのは歳も押し迫った 12 月 26 日。医師から「暫くは激しい運動をしないように“ス
キーは今シーズン自粛”してください」と宣告されて以来、初めての本格的な登山に挑戦した。激痛と痺れでかば
って使わなかった右足のふくらはぎの筋肉は目に見えて落ちて細くなってしまった。その自粛が体力と筋力の退化
を招いていることを自覚しつつ、一度も足を踏み入れていない「鳳凰三山縦走」自主企画としてクラブに提案して
実施した。
このところ好天が続き、気温も上昇して、ネット情報では北アルプスの雪解けが急な勢いで進んでいるとのこと。
南アルプスも然りだろうと予想して準備をした。
〔復活の記〕
登山口、夜叉神峠にはあふれんばかりに車が並び、路上にあふれている。我々の車も道の路肩に駐車した。次々
と登り始める登山者にまぎれるように我々も登り始めた。樹林帯を登ることおよそ 1 時間で夜叉神峠小屋。そこか
ら一角が開けて、残雪で真っ白な北岳・間ノ岳・農鳥岳の白峰三山が目前にどっしりと構える様を見ることができ
た。絶景なり。
ここまで体力の不安を感じることなく登ることができた。今日の宿にまだ陽の高い時間に着いてゆっくりとすご
す。というよりゆっくりとたっぷりと白峰三山を肴に酒を酌み交わした。ＩＣを降りて買った 1.5Ｌのワインがあ
っという間にカラになり、もって来た焼酎や小屋で求めたビールも飲んだ。夜叉神峠小屋の食事は豪華で“朝日小
屋に負けない”が皆の評価。我も同感。
予定はあさっての三日目に薬師岳小屋から地蔵岳へ縦走する予定だったが、天候が明日まで晴天で明後日は下り
坂の予報に「明朝、早立ちしてその日のうちに地蔵岳に向かう」ことに予定を変更した。
朝 4 時 30 分朝食（4 時から朝食ＯＫと小屋の立つ位置の配慮が感じられた）5 時出発。白峰三山に朝日が射しモ
ルゲンロードに染まっている。ここから長い登りっぱなしの長いルート。しかも樹林帯の登山道は景色を阻んで疲
れた心身を癒す景観もない。4 時間 30 分を要してようやく南御室小屋に着いた。山に囲まれた窪地にある小屋で結
構賑わっていた。テント場もにぎやかだ。ここから再び樹林帯の長い登り。砂払岳の花崗岩の岩稜に登ってはじめ
て遮るもののない 360 度の展望が開けた。森林限界が北アに比べ高い標高となっていることが実感できる。砂払岳
の岩峰を下るとすぐに薬師岳小屋。ここまで 6 時間 30 分要した。朝早く出発したので 11：30 に着き昼食後、ザッ
クをデポして地蔵岳に向かった。薬師岳への僅かな登りが辛くきつく、遅れながら付いていった。山頂は花崗岩の
大きな岩が幾つも重なっているところがあり、風化し崩れた花崗岩の砂礫が覆っている。観音ヶ岳への稜線歩きは
ハイマツの香りと日射しで、夏山の雰囲気を醸し出している。足に疲れがきていることでどこまで行けるかを絶え
ず計りながら歩く。鳳凰山の最高峰観音ヶ岳も花崗岩の大きな岩が群がっている。“ここで撤退か？もっと行ける
か？”を一歩踏み出すたびに思いながら歩いた。最終目的地の岩峰オベリスクがかなり近くに見れるピークで“こ
こまで！”と思ったが、未練がましくもう少し行った。雪の急な下りがあり、さらに下って登り返すコースが見え
てギブアップをして撤退を決意した。薬師岳小屋までの戻り行程も頻繁に止まって休んだ。薬師岳小屋まで戻るま
での行動時間は約 10 時間。
オベリスクまで行った的場、岩越は戻って「きつかった。バテた。でもよかった」と。
小屋は 40 人余の宿泊でほぼ満員状態。狭い寝床は浅い眠りしかさせてくれなかった。夜叉神峠までの戻りはた
だひたすら下った。天候も予報どおり、青空はなく、今にも降り出しそう。昨日見えた白峰三山は全く見えない。
夜叉神峠小屋に着いて、ようやく今回の登山行程が成せた安心感が湧いてきた。が、登山口・夜叉神峠までの下り
もまた疲れた脚には遠かった。
しかし、昨年 11 月に大菩薩嶺以来の本格的登山。しかも、かなりハードな行程を歩けたことは今シーズンも“や
れる！”自信になりました。
〔悔恨の記〕
夜叉神峠小屋に着き見えた、大きな山稜の北岳・間ノ岳・農鳥岳の雪をまとった姿は感動的ですぐにカメラを出
してファインダーを覗き、構図を決めてシャッターを切ったが、
“ン‥切れない…”モニター画面に「メモリーが入
っていません」の表示。
“ああ、会報をつくる時、写真を取り込むためにパソコンに挿入したまま‥‥”だったのを
思い出した。すぐに山小屋にメモリーは売ってないかときいたが、答えはＮＯ！“戻る時に寄りますから、その時
までカメラを預かってください”とお願いした。用をたさない荷物は単なる重荷であり、残る行程を「悔い」をぶ
ら下げて歩くようなものだ。おかげで山行の楽しみは半減してしまった。
混んでいた薬師岳小屋の朝、出発の準備をしてパッキングを終え、靴を履いてスパッツを着けようとしたら

「そこに置いたはずのスパッツが見当たらない」
。置いてあったのは良く似た黒の薄手のスパッツ。誰かが間違えて
着けていってようだ。しかたなく、その薄手のスパッツを“無いよりいいかも…”と恨みながら代替として着けた。
またまたトラブル。
“サングラスが無い！”はずして帽子の上に挟んで乗せていたが、帽子を脱いだときサングラ
スをどうしたか全く覚えがない。記憶から欠落している。あちこち探した、ザックをひっくり返しても見たが…無
い。家に帰って、もう一度ザックからすべてのものを出して調べたが入っていなかった。エライ損失だ。スキーで
も使っていたのに…と悔やんだ。
こんな悔いと恨みを感じつつも「やっぱり、山はいいなあ！」と思ってしまう。

南砺市旧井波町
756ｍ

メンバー：
〈L〉峯 周二、
〈SL〉的場邦夫、古川三郎、續池 巌、續池静子、長谷部節子、林 憲彦、
甲 厚子、堀井泰則、桶谷一栄、瓶田真寿美、福島忠義、小坪哲彦、藤井洋子、竹内啓子
【行程記録】
薬勝寺 P 出発

7：52

閑乗寺公園出発

9：00

７合目（休憩）

9：50

８合目

10：11

９合目

10：25

山頂（昼食）

10：46～11：30

７合目

12：20

閑乗寺公園登山口 12：55～13：15
越中庄川荘で入浴後、帰路へ
薬勝寺 P 15：10 解散
閑乗寺公園登山口付近で散居村を背景に

竹 内：上々の天候に心も軽く閑乗寺に到着。階段がずっと続くのに往生したけれど、広々とした散居村の風景、
道端の可憐な花を愛で、ゼンマイやワラビを摘みながらルンルンで行ってきました。

藤 井：下山道で咲き終わったカタクリを見つけびっくり。自然の営みに脱帽。
福 島：木漏れ日差し込む爽やかな新緑の南砺の里山。低い山だけど充実した山歩きの一日でした。登山道沿い
には花・花‥沢山の花が咲いていた。花の名は「ヒメシャガ」だそうだ。
「イワカガミ」他にもいっぱ
い。東屋のある峠から一望する砺波平野に広がる散居村や陽光に輝く水田が印象的でした。

續池巌：初夏の花が咲いていてうれしかった。
續池静：登山道沿いにヒメシャガやコイワカガミなどが咲き、花の山で楽しかった。
長谷部：今回の山行は晴天で楽しかったです。下山後、ゆったりお湯につかり満足して帰路についたが、途中で
めがねと時計の忘れ物に気付きご迷惑をかけました。年のせいかね！

甲 厚：今年初めての山。天気もよく、花を見ながら楽しく登れました。
小 坪：閑乗寺高原のある井波の花は“雪割草”。「富山花の百山」があるならば、間違いなくベスト 10 に入る
であろうと思うくらい色とりどりの花々。續池“学芸員”からその花の名を教えてもらったけれどその
種類の多いこと。地元にこんな素晴らしい山があり、山行費用（♨代金含め）1,000 円。「もっと地元
に山々を知りたい」そんな思いが募った山行となりました。

林 ：事前調査が行き届き、
「もう少しで○○だよ」のアドバイスに励まされ、時折望める散居村の眺めを楽し
み、少し遅めの山菜採りも楽しめた心地よい山行でした。
〔次ページへ続く〕
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桶 本：前回の桜仙峡に久しぶりに参加し、
“次も参加してネ”と声をかけ
られて今回も参加しました。古川さんがウグイスの擬音を笛で吹
かれ、それを耳にしてバテていた人が蘇ったのは感動的でした。

古 川：今年初めての会企画山行に参加。八乙女山は、10 数年前に道を間
違えて登れなかった「近くて遠い山」でしたが、格好の登山日和
とリーダーのおかげでスムーズに登れて感謝です。

堀 井：若かりし高校生の頃、閑乗寺でキャンプしたことも幾度かあった
思い出のところ。その時登ったはずの八乙女山の記憶は無くなっ
ている。今回登って、植生豊かで散居村を見渡せる“こんないい
山だったのか”と認識を新たにしました。

峯 ：気持のいい天候に恵まれ、閑乗寺公園展望台からの砺波平野の散
居村の景色が抜群によく心癒されました。登山道も整備され（案
内看板も）良かった。程よい汗をかきながら、時折り心地よい自
然の新緑の香りをのせた冷風が、日頃のストレスを和らげてくれ
ました。
「八乙女山」その名の由来は？何か癒される♡名称だと感
じました。

整備された登山道（6 合目）

的 場：今年三度目の八乙女山登山となったが、天候良く花も沢山ありで、積雪時と山の様相がガラリと変わ
って、違う山に登る感覚でした。また、久しぶりに古川さんの参加で元気をもらいました。

瓶 田：久しぶりの山行で少し不安でしたが、真っ青な空と沢山の花々（コイワカガミ、ヒメシャガなど）が出
迎えてくれて楽しい一日になりました。

ヒメシャガの花

楽しかった八乙女山
藤井 洋子
「八乙女山」なんて変わった名前だなあ～と気になっていて、登ってみたいとず～っと思っていたので、楽
しい・楽しい一日となりました。井波は風の強い地域で風穴がご神体。神に奉仕する采女＝八乙女から山の名
がついたそうだ。閑乗寺公園（5 合目）から 15 名の仲間とスタート。30 分ほど登ると顔から汗がポタポタ。
けが

きよ

勝手に下界での汚れが浄められ、スッキリした気分になる。足の運びも軽やかになり、登山道脇の野花にも眼
が届くようになった。頂上まで濃い紫のヒメシャガ、小さく咲くチゴユリの群生が道案内してくれているよう。
一番元気をくれたのは、時折“冷たい”と表現したくなるような風が吹きぬける。風神様なのだろう。足元に
ワラビ・ゼンマイを見つけ子供のようにはしゃぐ声…。
三角点のある山頂からわずかのところにあるベンチか
ら散居村と蛇行する庄川を眼下に眺めながら頬張るおに
ぎりの美味しかったこと。やはり身体を使わないとこの味
八乙女山山頂にて

を感じることができないだろう。丈夫な身体をあたえてく
れた両親に感謝。抜けるような青空は最高の贈り物。
〈L〉の後につきながら、下りの弱い私は〈L〉の足の運
びを見ながら 2 本のストックにも助けれ無事下山できた。
仲間の楽しい会話とジョークに笑い、山菜の調理法も教
わりました。出発前不安だった山登りがもう少し続けるこ
とができるような気がしました。ありがとうございまし
た。
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日本勤労者山岳連盟発行の機関誌的冊子です。毎

月発行され、３１０円。内容は労山の精神を大切に

し た編集 です 。
「山の話題」「全国のクラブの山行紹

介」
「安全登山のためのアレコレ」
「 労 山の組 織の 動

き」などです。

最新号では「北陸新幹線でどうぞ！私たちの里山

へ」の特集で富山・石川・新潟の名山が紹介されて

います。富山の項では富山ＨＣの小川さんが立山連

峰、後立山連峰、五箇山の山々の魅力を紹介されて

います。

また、
「御嶽山の噴火に遭遇して」一文は、噴火の

状況と自らの身の処し方が、臨場感あふれる文章で

報告されていて印象的でした。

新しく加盟されたクラブの紹介やユニークなクラ

ブの活動報告もあり、参考になります。

知識を豊かにすることによって、より楽しく豊か

な登山・ハイキングができるでしょう。

一人でも多くの会員が購読されることを願ってい

ます。

購読申込は
代表 岩井富雄まで

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〕
的場邦夫、 林 憲彦、峯周二
宮本久子、甲 厚子、島倉津也子、
岩越理代
と左記の運営役員の方々で構成
しています。
〔相談役〕 山田 格
黒川 衛
〔会計監査〕
竹内啓子・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。
６月は第 2 月曜日 ８日・第 4 月曜日 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。
会場は小杉駅南口近くの射水市三ヶ（元町）2739-1「はなみずき」です。
（布や寝具店横）

◇ 異常気象はいまや「あたりまえ」になったのか？４月から５月にかけての高温は山の雪を急激に溶かして
いるようでした。残雪期ならではのアルプスの魅力がチョット“肩透かし”。ピッケルとアイゼンを準備
し、構えていたのに…（鳳凰三山の項）
◇ 里山の魅力を満喫した声が誌上にあふれました。八乙女山企画は大成功。その裏に〈L〉の事前調査があ
ったことが記されていました。
◇ 初夏の山（６月から７月）
、夏山ハイシーズン（梅雨明けから９月上旬）を迎えます。2000ｍを超える高
山はこの季節を逃すと一段 up のレベルが必要です。会員諸氏の日程計画に今から書き込んでおいてくだ
さい。
◇ 「ケガと物損」で楽しい山行が台無しになることがあります。お互いご注意を！
◇ 「クリーンハイク」「登山セミナー」は真摯に山に向かうココロの実践です。成功させましょう！

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 URL
http://sportstoyama.namaste.jp/misimano/misimano.html です
インターネット「三島野スポーツクラブ会報」で検索し、その項をクリックすると全ページ
カラーで見ることができます。

