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8 月企画案内

参加申込は終了しました

いちどはあの峰に立ちたい！
富山平野のどこからも仰ぐことができ、冬でも雪を落として
しまう岩の鎧におおわれた鋭い岩峰は、山を愛するものの憧
れのピークです。

2,999ｍ

剱岳登山の代表する 2 ルートの企画
■

岩稜・別山尾根ルートから剱岳へ

【集合・出発】6 時 00 分 薬勝寺Ｐ
【行程】
1 日目：室堂

別山乗越

剣山荘（泊）

（歩行時間 5 時間）
2 日目：剣山荘

剱岳

剣山荘

別山乗越

室堂

（歩行時間 9 時間）
体力度 ★★★☆☆

技術度 ★★★★☆

〈Ｌ〉岩井富雄
【費用】15000 円（交通費・高原バス・小屋宿泊費・ほか）
【参加申込】7 月末まででしたが若干余裕があり、8 月 10-日
前剱から剱岳を仰ぐ

まで延長します。ＦＡＸ0766-57-8180 岩井へ

早月小屋前の 幕営地でテント泊 の

■
予備日 27 日

参加も募集します。

馬場島から早月尾根を登り、早月小屋で連泊するコース
【集合・出発】5 時 30 分 薬勝寺Ｐ
【行程】
1 日目：馬場島

（早月尾根）

早月小屋（泊）

2 日目：早月小屋

剱岳山頂

早月小屋〈泊〉

3 日目：早月小屋

（早月尾根） 馬場島

（3 日間とも歩行時間 約 6 時間）
体力度 ★★★☆☆

技術度 ★★★☆☆

〈Ｌ〉林 憲彦 〈ＳＬ〉小坪哲彦、荒井英治
【装備】労山テキスト「セカンドステップ」37Ｐ～44Ｐ、

早月尾根 2800ｍ
コースとなる

この付近から岩稜を攀じる

※ 2 日目と 3 日目の昼食は各自で準備す

66Ｐを参照してください。
【費用】約 20,000 円（交通費・小屋宿泊費 2 泊 4 食・ほか）
【参加申込】8 月 17 日までＦＡＸ0766-57-8180 岩井へ

る。小屋の昼弁当を注文できます。
※ 早月小屋前のテント泊の組も募集しま
す。申込時に連絡してください。
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自主企画
2380ｍ

2437ｍ
【集合・出発】5 時 00 分 薬勝寺Ｐ
【行 程】
栂池高原ゴンドラ・ロープウェーで栂池自然園（1840m）
天狗原湿原

白馬乗鞍岳

復路は往路を下る

白馬大池

標高差 600ｍ

歩行時間 登り 3 時間 15 分 下り 2 時間 30 分
体力度 ★★☆☆☆

技術度 ★☆☆☆☆

〈Ｌ〉的場邦夫 〈ＳＬ〉堀井泰則
※ 白馬乗鞍岳で戻ることも可（往復約 4 時間）
費用：5,000 円（ゴンドラ・ロープウェー代含む）
【参加申込】8 月 23 日まで FAX0766-57-8180（岩井）

2455ｍ

いまなお噴煙を上げる活火山。
山頂からの 360 度の展望は素晴らしい。

【集合・出発】5 時 00 分 薬勝寺Ｐ
【行 程】
中の湯からのルートで登り、下りは上高地 or 中の湯
登り 3 時間 下り（上高地）2 時間 45 分
（中の湯）2 時間 15 分
標高差 約 900m

〈Ｌ〉小坪哲彦

体力度・技術度とも ★★☆☆☆
【参加申込】8 月 30 日まで FAX0766-57-8180（岩井）
樹林帯をぬけると焼岳の噴煙が

八ヶ岳連峰（南八ヶ岳）

【行程】
1 日目 観音平（1570m）
2 日目 権現岳
標高差 1150m

編笠山（2524m）

三ツ頭（2580m）

権現岳（2715m）
（権現小屋 泊）

木戸口公園（2240m）

登り 6 時間 下り 4 時間 30 分

八ヶ岳神社

観音平

体力度・技術度とも ★★☆☆☆

※ 詳細は次号№180 に記載します

今年の総会で「黒部源流 3 泊 4 日」9／19～9／23 の計画を提案していましたが、諸事情で実施できなく
なり、上記の企画となりました。期待されていた会員には申し訳ありませんがご了承のほどお願いします
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朝日町

816.8ｍ

メンバー：
〈Ｌ〉岩井富雄、小坪哲彦、背渡健治、的場邦夫、峯 周二、宮本久子
【行程記録】
薬勝寺Ｐ5：55

登山口 7：00～15

（150m）7：40

中間展望台 9：10

大鷲山頂上 10：45（昼食）11：30
台 12：30

鉄塔
中間展望

登山口 14：30

さざなみ温泉入浴後、帰路へ
ここでトラブル発生、車のエンジンかからず JAF に
SOS（JAF 到着前にエンジンかかった）

薬勝寺Ｐ17：55 帰着

宮 本：急登が続き汗ビッショリになりましたが、数十本もある太い五葉松や「緑風」と刻まれた石碑のある広
場から見る日本海の絶景は素晴らしかった。そして、なにより海抜ゼロメートルからの登頂の達成は
感極まるものがありました。下山途中に出会った登山道整備の草刈をする男性に頭が下がる思いがし
ました。
背 渡：ゼロｍから 816ｍまでの山登り。暑い夏に登る山ではない。でもいろいろ思い出の残る山でした。残雪
の 3・4 月頃に再度挑戦してみたい。
小 坪：ガイドブックでは体力★★、危険度★の山。思いのほか急登の連続と強い日射しで、体中から吹き出す
汗で給水→汗→給水を繰り返す。途中三度も足が攣るなど散々な山行でしたが「富山にはまだこんな
好い山があるんだなぁ」という思いが残りました。

的 場：標高 817ｍだけを見て完全に甘く見ていました。いきな
りの急登は直登で果てしなく急な坂道を登る感じでし
た。アップダウンもなく 817ｍをいっきに登る感覚でし
た。紅葉の時季か残雪期にもう一度登りたい山です。
峯 ：海抜ゼロメートルの登山開始になぜかワクワク！なかなか
の急登であったが天候もよく（暑い）。でも眼下に見え
る海や山の景観もよく気持ちよく歩けました。車のトラ
ブルのおかげで、名物「たら汁」を何十年ぶりに美味し
くいただき満足でした。

岩 井：国土地理院の地形図にこの山名はない。もちろん登山道も書いてない。「富山の百山」の本には載って
いる。海抜０ｍのヒスイ海岸に立って海にタッチして出発しました。少し登ると用水路があり、そこ
に流れている水が湧水のように澄んできれい。草木が刈られた登山道は登りやすい。しかし、この急
坂は雨で濡れると滑りやすいだろう。コースは樹林帯を抜けると眺望が広がる。そこまでは忍の一字
あげろ
で、林道と合流する展望広場は日本海を眼下に眺められる絶景ポイント。上路集落も見える。頂上は
草木が刈り広げられていて剱岳や毛勝三山も眺めることができた。
下山途中で登山道整備の草刈をしている人に“ご苦労さま”と声をかけると、歓迎ムードの表情で応
えられ、
『山には思い出と足跡だけを残す』ことが山登りのモットーであり、
『登山路の目印は付けない、
富山の山からそれを撤収しましょう。地図とコンパスで登るべきだ』と言う。印象に残る言葉でした。
この山には 2ｍ程積雪はあるが雪山も楽しく、晴れた日には佐渡島も見えるとのこと。春山や晩秋の木々
の葉が落ちる頃に登りたいと思いました。
全員が初めての山。「里山」イメージで登りましたが、なかなか手強い登りがいのある山でした。コ
ースの前半を省いて烏帽子林道を車で行き、中間点の展望台から登ることもできます。
今回は「ゼロメートルから」挑んでその達成感を得ることができました。
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3025.6ｍ
メンバー：
〈Ｌ〉黒川 衛、林 憲彦、堀井泰則、的場邦夫、竹内啓子
【行程記録】
薬勝寺Ｐ5：00
バス出発 7：55

朴の木平 7：20 着
畳平 8：40 着 出発 8：55

お花畑

肩の小屋 9：45～10：00

11：10

肩の小屋 12：00

（昼食）12：30

剣ヶ峰

畳平 13：15

13：50 バス 朴の木平 14：35
朴の木平で温泉入浴後、帰路へ
薬勝寺Ｐ18：00 帰着

乗 鞍 岳――雨もまた楽し
竹内啓子
「天候が思わしくない、どうしよう。ここでは山の天気は分からない朴の木平に着いてから決定しよう」
ということで出発。
朴の木平に着く頃、少し青空も。畳平まで行ってみようとシャトルバスに乗る。運転手さんが穏やかなバ
リトンの声で案内してくださる。『いま、コマクサやハクサンイチゲが咲いている。晴れていたら穂高連峰、
槍ヶ岳、笠ヶ岳が見えるのですが…乗鞍岳に立ち枯れの木が目立つのは環境がきびしいから。また熊の生息
地です』と。実際バスの中から 2 回小熊を目撃しました。
『今日は視界が悪いので、こんなときライチョウが
迎えてくれるかも』と期待を持たせる。
畳平に到着。たくさんの人が訪れている。
“ウーン霧雨だ”準備を整えて外に出る 8：55。お花畑にハクサ
ンイチゲが白く広がっている。コマクサも、シオガマも。あっクロユリまで…イワツメクサもたくさん、ウ
サギギクも可愛い！でもやっぱりお花畑散策だけじゃ物足りない。と、剣ヶ峰へ。
摩利支天岳を通る頃にははっきり雨になってきた。肩の小屋で休憩し、雨具を着込む。しっかり雨の準備
をしたから大丈夫！道はわりと広いし急なところも少ないので歩きやすい。でも、私失敗しました、今日は
曇りだと思っていたのです。軍手しか持ってこなかったので雨がしみて手が濡れ冷たくなってきました。い
ろいろなことを想定して準備する大切さを実感した。
やがて剣ヶ峰に近い頂上小屋に到着。この頃には雨具を打つ雨の音も大きくなり、風も強くなってきた。
グループの人が「小屋は入口を風下に向けて建っているね」との説明してくださった。そのとおりで小屋の
入口付近は風を避けることができる。すぐに剣ヶ峰に到着 11：10。バスの運転手さんが言われたように、晴
れていたら近くの山も遠くの山も見渡せたはずだけど…。記念写真を撮る。
“祭壇に飾るのに使うからいいが
に撮って”“お賽銭は財布ごと入れられ”“腹減ったから早く行こう”などとにぎやかに下山開始。合羽を打
つ雨音がいっそう激しくなってくる。リーダーから「気をつけて下山しよう」と声をかけられた。
こぼ
肩の小屋で昼食をとる。手袋はびしょびしょ、絞ったらぽたぽた零れた。この小屋にはハンガーもたくさ
ん用意してあった。乗鞍って雨降りの日が多いのかな？また飲み物も食べ物もいろいろ準備されていた。知
っていたらこれを利用するのもいいなとも思う。
お腹を満たして元気に出発。休んでいる間に身体が冷えたのと下りなのでトットコトットコ速足になって
しまう。
「崖から離れて歩くように。雨で濡れて滑りやすいから」と注意喚起。色々な花を愛で、雪渓や池を
眺めながら歩いているうちに畳平に着いてしまった。
すくな
シャトルバスで朴の木平へ。バスターミナル向かいの「宿儺の湯」へ。濡れた服を脱ぎ、温まって本当に
気持ちよかった。
たくさんの登山者の中には、服装や靴、雨具など簡単すぎる人がけっこういた。雨で服が濡れたら低体温
になるとグループの人が話しておられた。すれちがった観光客に“そんな雨具だったら引き返したほうがい
いですよ”とリーダーがアドバイスされるのを目にした。私も失敗組なので心しなければと思う。
雨だったけれど、山々を見渡せなかったけど、楽しい山行だった。
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風雨の中を肩の小屋から出発

的 場：30 数年ぶりの乗鞍岳にわくわくしていたが台風一過の晴

風雨をついて山頂めざす

自主企画
山行報告

天にはならず悔しい思いをしたが、それでも中止にはな
らずそれなりに楽しめました。朴ノ木平からは、初めて
バスに乗りました。畳平に着いてびっくり天候が悪い割
には沢山の人でした。登山者の中には軽装の人も沢山い
ました。風と霧に見舞われ、肩の小屋の暖房器に人だか
りが出来ていました。3000Ｍをなめるんじゃねーぞ！！
馬鹿たれどもが！！
堀 井：マイカー乗入れ禁止になって初めての乗鞍岳。朴の木平
も初めて。シャトルバスは満席で「手軽に登れる 3000
ｍ」の人気をあらためて知りました。でも今回のように
途中から風雨にさらされると防寒・防雨対策がしっかり
していなと 3000ｍは大変だということを再認識。
林 ：出発のＰで計画変更の提案があり、少し戸惑いました。科
学技術の進歩で気象予報もかつてより性格になり、また
ピンポイントで予報もわかる今、計画変更も少しは理解
できました。三島野ＳＣが出来た頃は“ここが雨でも現
地で判断しよう”と出かけたものでした。幸い登頂でき
ましたが、荒天時の判断にひとつの問題を投げかけた山
行でした。
黒 川：観光客はもちろんだが登山者の中に、山を甘く見ている
人が多いのにビックリ。私たちも気をつけて行動したい
ものです。

蓮華温泉から

メンバー：
〈Ｌ〉小坪哲彦、上田千秋、小竹伸子、加藤日出子、小坪昭子、田中昌子（会員外）
豪華メニューの食事風景

【行程記録】
1 日目 薬勝寺Ｐを出発し、蓮華温泉ロッジ（泊）
2 日目 ロッジ 4：30
白高地沢 7：10
10：30

兵馬ノ平 5：20

花園三角点 9：00

五輪の森

吹上のコル 12：40

（昼食）

朝日岳頂上 13：45

朝日小屋 12：45

3 日目 悪天候のため朝日小屋に滞留
4 日目 朝日小屋 5：35
吹上のコル 7：15
花園三角点 9：55

朝日岳頂上 6：45
五輪の森 9：10

白高地沢 11：15

（昼食） 兵馬ノ平 13：45

蓮華温泉ロッジ

14：40

上 田：念願叶い、朝日岳デビューできました。お花がいっぱい咲き誇る季節に登れてうれしかった。悪天候
のため、小屋に連泊となりましたが〈Ｌ〉をはじめ仲間の結束も強まり、朝の風雨も何の其の無事下
山できました。小屋のゆかりさんの配慮に感謝です。
（次ページへ）
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小坪昭：久しぶりの蓮華温泉ロッジからの朝日岳山行となり、“いくつもの花園の中を遊泳し”“雪渓に布かれ
たベンガラの上を心地よく歩き”“行き交う人と天候や足元の情報で確認しあい」「仲間と楽しいオシ
ャベリタイムが出来たり”
“生まれて初めて足のツッパリを経験したり”素晴らしい仲間と行き方の真
髄にふれた登山でした。
管理人の清水ゆかりさんや顔なじみの大蓮華保勝会の方々に心から感謝します！ありがとうござい
ました。
宮 本：今回、暴風雨や思いもよらぬ残雪の多さで、朝日岳の小屋関係者に大変お世話になりました。
〈Ｌ〉小坪
さんや、経験豊かな小竹さんのアドバイスのおかげで全員無事に登頂し、下山できたことは何よりで
よ も や ま
した。連泊のおかげで身体も休まり、小屋での四方山話に花を咲かせ、たくさんの高山植物に癒され
て、辛かった行程も忘れさせてくれました。また行きたいです。
小 竹：暑さと長丁場を全員無事に登って下りられて本当に良かった。私としては事前に少しきつい山に登って
おいたことで、体が暑さときつさに慣れ、必要なものも把握できた。天候を甘く見て、ザックカバー
を忘れたことは大変な失敗であった。雨にも風にも夏の暑さにも負けない花々と同行者に何度も助け
られました。ありがとうございました。
田 中：会員でもありませんが、お誘いを受けて、三度目の朝日岳登山をすることができました。全員無事に登
って下りた。今回は天候があまり良くなく、また雪渓がたくさんあり、今までにない経験でした。風
雨で連泊ということになりましたが、ゆっくりと会員の方々とお話もでき、体を休めることができ、
助け合いながら七名全員下山できたことが何よりでした。
本当に皆様ありがとうございました。これからもよい登山をお続けください。

登りたかった朝日岳

加藤日出子

薬勝寺を 14 時半に出発して、糸魚川市内で買い物。個人では来る事無い蓮華温泉ロッジに到着し、お湯に
浸かって幸せ～～。お酒・ビール有りで賑やかに宴を囲んでの夕食でした。前泊で温泉ツアー気分です。
翌朝４時半、朝日岳山頂を目指しロッジを出発しました。
花園三角点から吹上げのコルまで、高山植物の宝庫で、快晴の青空に草原と
花園・しもつけ草・ミヤマアズマギク・ギボウシ・チングルマ・カライトソウ・ニッコウキスゲ・水芭蕉等
の色とりどりの花で癒され、疲れも忘れ目を楽しませてくれました。七月後半なのに雪渓の多い事とフキノ
トウも咲いてました。長い雪渓を渡りきった時、私の膝がカクカクと痛み、Ｍさんにエアーサロンパスで応
急処置をして貰って、お陰様で痛みは回復しました。
同時にＡさんも両足の痛みで歩けなくなった。暫く動けそうに無いので、Ｋ氏が付き添って、トランシーバ
ーで連絡を取りながら、二斑に別れて向う事となりました。
下山中のパーティとすれ違い、その内の一人が、「同じ雪渓場所の上りで、動け無くなった」との事。
「低体
温の影響か？水分不足かも？」と他の登山者からの助言。アップダウン・沢や岩場の難所を一歩一歩と足を
進めて、14:45 分朝日小屋に５人が辿り着きました。後者２人の到着するのを待つ・・・２人の姿が見えて、
全員ハイタッチで喜び合った。
登りきって小屋の前で飲んだビールが最高に美味しかった。夕食時に雨が降り出して悪天候となり、
「明朝の
下山無理かも？」と通告される。
夜中からズーッと雨風、起床しても止む気配無く、強風で下山断念！！
体力回復の機会を与えられたのでしょうね。ストレッチ・コーヒータイム・読書と、のんびりと楽しみまし
た。
翌朝、風が少し弱まったので一日延期の下山決行。体力も万全！完全防備で小屋を出発する。
雨も止む気配の無い登山道を、昨日から降り続く雨で沢の水暈も増え、木道も濡れて滑る中、雪渓も変型し
危険なので、スタッフが先回りして、雪渓に道標を付けて頂いた。管理人の清水ゆかりさんの気配りに心打
たれました。ハプニングもありましたが、無事下山出来た事に感謝します。ありがとうございました。

7

朝日岳登山・リーダーとしての想い出
小坪

哲彦

手持ち資料では 2004 年の朝日岳山開き登山会（この年は伊勢治雄さんと同じ班で
した）に参加以来、ほぼ毎年のように朝日岳を訪れている。
朝日岳へは①小川温泉から②白馬岳から③蓮華温泉から④栂海新道から、４つのル
ートがあり今年は①の小川温泉からのピストンで企画したものの越道林道が土砂崩れ
で今年も通行止めとなったところから急遽③の蓮華温泉からのルートへと変更した。
７月２１日蓮華温泉ロッジでの前泊後の２2 日 4:30 快適な天候に恵まれて登山を
開始したものの、途中 A さんが雪渓を渡っている途中に足が攣ったとして全く動けず
（結果として１時間後に回復）パーティーを 2 人と 5 人の２つに割ることとなり、持
参したトランシーバーでサブリーダーと連絡を取りつつ、登山開始から 10 時間＆１
０時間半で夫々無事朝日小屋へ到着した。
小屋には既に数パーティー到着有り。
今年は事前情報通り五輪の森から吹き上げのコルの間の雪渓はかつて全く経験したことのない驚くばかりの残雪
量で、直登＆トラバースで我々年寄り連合にはアイゼンが必要で有った。朝日小屋前の前朝日岳も今まで見たこと
のないくらいの残雪量に驚く。到着前後の小雨から次第に風雨が強くなり夜半は台風を思わせる暴風雨となって雪
渓の雪解けの加速と登山道を横切る沢の増水が頭をよぎった。
翌２３日の朝食前、管理人のゆかりさんから緊急招集！今日の下山は無理と。朝食の折、ゆかりさんから蓮華へ
下るパーティー、白馬岳へ向かうパーティーへ夫々小屋として危険個所の情報提供があり、最終決断は各個々人で
判断し決断をとのアドバイス。早々に滞留を決め込むパーティー、目下の天候回復を期待して様子見するパーティ
ー、自分たちの力量を判断して予定通り出発していくパーティー、そんな中で我々７名は朝日小屋での連泊（滞留）
を決断した。幸い朝日小屋では今年初めの工事でドコモの携帯が通じるようになり、家族へ職場への連絡は順調に
済ませることが出来た。
滞留して過す小屋では、料理のこと子供のこと孫のこと、足が攣ったらツムラの芍薬甘草湯 68 が一番など最新
情報交換、会話は尽きずコチトラは持参したウイスキーを舐め乍らウトウトとし、７名全員は疲労回復にはもって
こいの機会となりました。
リーダーとして滞留への決断には悩みましたが、
1、メンバーの疲労度と体力回復度状況の把握
2、天候の情報把握と予測、突風と豪雨、視界不良の認識と対策の可否
3、雪渓の融雪と沢の増水量予測（膝までは有りうることを覚悟せよと管理人）、
4、雪渓の雪解けによるベンガラのマーキングの消失、縮小していく雪渓の状況を把握し
夏道をうまく繋いでいけるか？自分自身の能力などなど、何よりもメンバーと自分自身の力量を思い安全第一
を旨として決断に至りました。
山行４日目となった 24 日は夜半の突風とたたきつける雨も朝５時の朝食時には収まり、５時半過ぎには雨具完
全装備で下山を開始出来るに至りました。下山に際しては、管理人のゆかりさんと大蓮華山保勝会の方々の配慮か
ら、三島野のメンバーの行く先々で雪渓のステップ切りと花園三角点までのつかず離れずの付き添い、さらには白
高地沢出合まで、そしてまた蓮華温泉登山口まで異なるメンバーでつかず離れずの見守りなど彼らの思いやりに
只々感謝と敬服の想いでいっぱいです。
私も大蓮華山保勝会の一会員ではありますが改めて朝日岳と管理人のゆかりさん、大蓮華山保勝会の方々をより
一層好きになり、体の続く限り一生のお付き合いをと切望しております。
今回朝日岳登山に加わってくれた仲間の皆さん、たくさんの思い出を有難う。感謝します。

会報担当からの反省とお詫び
三島野スポーツクラブ会報の特徴のひとつは参加者みんなの「ひとくち感想」を必ず記載していることだ
と思っています。この項を読むと、その山行企画の実施された様子や参加者の想いが伝わってきます。
この大切な項に載せる受け取った原稿を紛失したのに、まだ届いていないと思い込んで掲載しなかったこ
とがありました。会報発行後、本人から問合せがあってはじめて気付きました。
私の中に「参加者○人のうちの 1 人ぐらいは…」という思いがあったことは否めません。一人ひとりの心
を大切にしなければ会員と会員をつなぐ会報でなくなることを思い知らされました。
今回のことをお詫びし、これからの編集に携わりたいと思います。
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3033ｍ

2967ｍ
メンバー：
〈Ｌ〉堀井泰則、的場邦夫、背渡健治、峯 周二、甲かほる（以上小屋泊）
荒井英治、岩井富雄（以上テント泊）

【小屋泊 班 行動記録】

1 日目 仙流荘バスターミナル
大平山荘

藪沢大滝

馬の背ヒュッテ

2 日目 馬の背ヒュッテ
小仙丈ケ岳
北沢峠

北沢峠

仙丈ケ岳

大滝の頭（5 合目）小仙丈ケ岳

栗沢山 仙水峠へ

3 日目 （雨天で甲斐駒登山断念）
仙流荘バスターミナルから下諏訪へ
温泉入浴、昼食、諏訪大社見学後帰路へ

【テント泊 班 行動記録】

1 日目 仙流荘バスターミナル

北沢峠

幕営地でテント設営後、栗沢山 仙水峠へ

2 日目 北沢峠
小仙丈ケ岳
テ

大滝の頭（5 合目）
小仙丈ケ岳

二班が合流した稜線で（背景に富士山と北岳）

馬の背ヒュッ

北沢峠

3 日目 （雨天で甲斐駒登山断念）

感想など詳細な山行報告は次号№180 に掲載します。

仙流荘バスターミナルから下諏訪へ
温泉入浴、昼食、諏訪大社見学後帰路へ

山の難易度表
本格的な夏山の季節を迎え、すでに取り組んでいる長野県に加え、静岡、山梨、新潟の各県が公表した。
主な登山ルートごとに必要な技術と体力の難易度を同一基準でランク分けし、一覧にした。
対象にしたルートは４県で計３８８ルート。
登山ブームの一方で遭難は増え続けている。難易度表の公表は、その防止策の一環だ。
（略）
表は各ルートの特徴をじっくり評価した「雪渓を通る」
「滑落の危険箇所が連続」など技術をＡ～Ｅの５段
階で横軸に。全長や標高差、消費カロリーなどで出した所要時間を「体力度」として縦軸に１０段階で示し
た。
（略）
登山コース案内や難易度ガイド本は以前からあるが、山岳関係者の話では、バランスよくまとめたものは
なかった。その点、長野県が編み出し４県そろえた評価法は、多くの登山者が信頼できる根拠やデータに基
づき、客観性がある。
岐阜県や富山県などにも同調を呼びかけているという。この同一基準でのランク分けがもっと広がれば安
全対策にも心強い。
ただ、この難易度は通常時を基準にしている。一つの指標にはなるが絶対ではない。天候異変など不測の
事態は常にある。登山届けの提出など入念な準備がいのちを守る基本であることは言うまでもない。
（2015/7/22 付け
※インターネットで「山の難易度表」検索で見ることができます

9

北陸中日新聞「社説」より）

生きるために
登ってきた

志水哲也 著 みすず書房 刊

￥２５００＋税

「吹雪のなか、遠くに見え隠れするあの山は、
若い頃に登 ろうとし た山だ 、命と引き 換えにで
も登ろうと した。ひ ととき として忘れ ることの
できなかった山である」
。
十六歳で山に出会った。
「死んでも登る」が口
癖だった２ ０代。黒 部川の 全支流遡行 、冬の南
アルプスや 知床半島 全山縦 走、北海道 冬期縦断
など、重厚な登山をいずれも単独で果たし、
「大
いなる山大いなる谷」
「果てしなき山稜」などの
山行記にまとめた。
３０歳で山岳ガイドを始め、３６歳で『黒部』
で山岳写真 家デビュ ー。４ ５歳（２０ １１）写
真集『森の白神』を上梓した。
「人生が “光 ”なら ば力 強く輝き たい。 生き
ることが“ 闘う”こ となら ば、微動だ にしない
ポリシーで闘いたい。
“夢”ならば……永遠に覚
めないでほしい」
。
夢を追い 続け ること は、 一方で現 実逃避 では
ないかと思 い悩みな がらも 、一途に前 を向き、
ひたすら己 の可能性 を探し てきた志水 哲也、渾
身の自叙伝。

書籍紹介

高岡市中央図書館にあります。
各自治体の図書館で探してみ
てください。

三島野スポーツクラブ運営役員
任務分担

氏

名

住

TEL

所

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が、
８月は第 1 月曜日 ６日・第 4 月曜日 24(月)とします。第三（月）は剱岳企画のため。
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）

◇ 8 月・9 月企画はアルプスの魅力を楽しむ企画が紹介されています。★☆印を参考に積極的な参加を
期待しています。
◇ 山行報告に雨・風の報告があります。晴れればルンルンで登れる山も、荒れれば遭難の危険が潜んで
います。ましてや 3000ｍの山岳では！それぞれの対応や経験を通じて、よりレベルのアップをしてい
きましょう。
◇ 「山の難易度」が 4 つ県で「表」にして発表されていることを知って、“富山県は…”と。ネットで
検索してみると参考にできる表に作られていました。立山連峰はじめ北アルプスの峰々を持つ富山県
でも作成してほしいものです。
◇ 表紙を飾る水彩画。三島野スポーツクラブの会報の自他とも認める最高の“売り”です。小木さんか
ら「そろそろ替えてみたら…」と。しかし、これ以上のものは考えられず、継続をお願いしました。

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。
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