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2455ｍ 

【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、下りは上高地へ 
登り 3 時間 下り（上高地）2 時間 45 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） 

【費用】 2,500 円 
いまなお噴煙を上げる活火山。 

山頂から笠ヶ岳、双六岳、槍ヶ岳、穂高連

峰など 360 度の展望は素晴らしい。 

   
八ヶ岳連峰（南八ヶ岳） 

 

【行程】 
1 日目 観音平（1570m）   編笠山   青年小

屋（泊）  西岳へ往復（2 時間） 
標高差 1,000ｍ 登り 4 時間 

2 日目 青年小屋   権現岳   三ツ頭  木戸

口公園（2240m）  八ヶ岳神社  観音平 
標高差 登り 300ｍ 下り 1,100ｍ   

体力度・技術度とも ★★☆☆☆ 

〈L〉的場邦夫  〈SL〉堀井泰則 

【費用】25,000 円 

【参加申込】9月 10 日まで FAX0766-57-8180（岩井） 

  

夏山の喧騒から静けさを戻したアルプスの稜

線から景色を眺め、ゆっくり歩いてみましょう 

三島野 SC 初めての山域を企画しました。 
八ヶ岳連峰の南部の荒々しい岩峰の南端に

位置し、編笠山からの赤岳、阿弥陀岳、権

現岳の眺望はすばらしい。青年小屋に宿泊

し、周回するコース。 

 

2,524ｍ 2,715ｍ 2,580ｍ 

青年小屋 
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新日本スポーツ連盟・富山県連盟 主催 

 
 

 労山北信越交流登山 

       第６回北信越ブロック交流登山 in 石川のお知らせ 
１０月３日（土）～４日（日）、日本勤労者山岳連盟北信越ブロック協議会の主催で石川県の白山の麓に

ある吉野谷セミナーハウスで交流登山が行われます。三島野スポーツクラブとして、纏まって白山チブリ

尾根コースに参加することにしました。３日（土）の午後に出発して交流会に参加し、翌日４日（日）の

チブリ尾根を避難小屋まで登って帰りは白峰温泉に入って帰る予定にしています。巨大なブナ林の中を歩

くコースです。 
行動予定表は下記のとおりです。 
長野、新潟、福井、石川、富山の労山仲間が交流する 2 年に 1 回のイベントです。参加して他県の人と語

り合いましょう。三島野からは既に 5 人の方から参加申込みが来ています。 

  行 動 予 定 
第１日目（１０月３日（土）） 
 １３：３０薬勝寺池駐車場集合・出発 → １６：３０ 吉野谷セミナーハウス着 
  多目的ホールで夕食と交流会 
第２日目（１０月４日（日）） 
 ５：００起床・朝食 ５；３０車で市ノ瀬（駐車場）に移動  ６：３０登山開始→ 
 １１：００チブリ尾根避難小屋着（昼食）  １１：３０避難小屋発→ １５：００市ノ瀬（駐車場）

着→１５：３０白峰温泉で入浴  １６：３０白峰温泉発→ １９：３０薬勝寺池駐車場着 
※予定より時間がかかった時はチブリ尾根避難小屋まで行かないで戻ります。 
体力度★★★☆☆ 技術度★☆☆☆☆  〈Ｌ〉的場邦夫 
【参加費】４０００円（交通費、交流会費、入浴料等）※２日目の朝食と昼食は各自用意 
【参加申込】９月１５日（火）まで ＦＡＸ０７６６－５７－８１８０（岩井富雄） 

○ 10 月 17 日（土）・18（日） 

○ 山野スポーツセンター（立山山麓） 
 

「スポーツ交流と研修会」を開催 

――日 程―― 
10/17 〈スポーツ交流会〉 
登山、ウォーキング、パークゴルフの各種目で実施 

夕食時は交流・懇親会 
10/18（午前） 

講演と実技指導  『体幹を鍛える』 

講師：泉 敏郎先生 

泉 敏郎. 熊本山鹿 15 年、山口柳井 3
年、東京世田谷 7 年、富山で 19 年。故

郷｢熊本」を旅立ち 29 年。たくさんの皆さ

んに支えていただき、今日に至っており

ます。 学校法人健康科学学園 富山健

康科学専門学校勤務も 19 年。私のブロ

グ！是非、毎日ご覧下さいね。 

いずれかの 1 日のみの参加も可です。 
積極的に参加しましょう。 
詳細な案内は次号会報を参照してください 
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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  北沢峠 
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  仙丈ケ岳 
小仙丈ケ岳  大滝の頭（5 合目）小仙丈ケ岳  

北沢峠  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  大滝の頭（5 合目） 
小仙丈ケ岳  小仙丈ケ岳  馬の背ヒュッテ  

北沢峠 
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 

[一部再録] 

 

的 場：今回の仙丈ケ岳は大平山荘から藪沢を登るルートで初め

てのルートでした。馬の背ヒュッテまでのロングコース

でしたが、天候に恵まれ快適でした。2 日目仙丈を縦走

し、北沢峠に戻ってから前日テント泊組が登った、栗沢

山・仙水峠コースを峯さんと登ってよかった。3 日目は

悪天候で計画を中止したが、帰路、下諏訪温泉に浸かり、

下諏訪大社にお参りできてよかった。 

堀 井：仙丈ケ岳の大きな稜線歩きは、富士山を望み、白峰三山

や鳳凰三山を眺めながら歩き爽快だった。花は時期が早

かったのか思ったより見られなかった。天候の悪化で甲

斐駒に登れなかったのが残念。いつか機会があれば甲斐

駒・栗沢山・アサヨ峰を計画してみたい。 
 峯 ：快晴の中、仙丈ケ岳の頂に立ち、360 度の展望が素晴らしく

感動し、感激しました。大自然の大景観を目の当たりに

して「小さいことにくよくよするな」と励まされたよう

でした。南に天下一の富士山がドッシリ構え、北岳・間

ノ岳・農鳥岳もみることができた。2 日目に栗沢山を“健

脚を発揮し”猛スピードで踏破。山頂から目前にそそり

立つ白い花崗岩の甲斐駒ケ岳の景観は素晴らしかった。

今春行けなかった鳳凰三山・オベリスクが印象に残り、

「登りた～い」願望がさらに大きくなった。また、可憐

な花々にも大変癒され（花の名を覚える意欲は湧いてこ

ないが）楽しかった。また、一段と山の魅力に取り付か

れました。 

背 渡：「花の仙丈ケ岳」のわりに、今回は花の種類や数が少なか

ったと思う。でも、“天気は晴れ”が最高の贈り物。360
度の展望パノラマ稜線歩きは最高に楽しかった。甲斐駒

ケ岳は残念！また次回。 
荒 井：キャンプ場の水がとても美味しかった。森林限界の標高

が高いので深い樹林帯から湧き出る水はミネラル豊富

でまろやか。舌に優しく感じた。 
 

 

 

 

夏山メイン企画 

仙丈ケ岳山頂（小屋泊組） 

富
士
山
と
北
岳 

ご来光（馬の背ヒュッテから） 

甲斐駒ケ岳 

栗沢山 
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マイ山行目標「夏山メイン企画・甲斐駒ケ岳＆仙丈ケ岳」にチャレンジ 

                                      甲 かほる   
 ２０１１年４月に入れていただいた三島野スポーツクラブ。たくさんの山行に参加し、楽しい思いをがいっぱい。

特に「夏山メイン企画」には、万難を排して参加することに努力してきた。今までに朝日岳、黒部源流、常念岳・

燕岳、槍ヶ岳と超豪華版。計４回は続いている。 

 しかし、去年の１１月ごろから、膝に違和感を感じ始め、ついに痛み出した。病院へ行くと、もうこれ以上山歩

きやスキーは無理と、手術かもとも言われ大ショック。毎日がブルー。 

 しかし、周りの人たちが、大なり小なりこの苦しみを経験しておられることを知り、あきらめず｢大腿四頭筋を鍛

える」ことの必要性を教えてもらい、毎日がんばってみた。少しずつ効果が見えてきた。足にも力が入ってきた。

この調子だとまた山に行けるぞ。６月から、１日コースの山行に参加。３回参加したが、膝の負担がない。クラブ

の皆様の声掛けといろいろな配慮のおかげで自信が戻ってきた。本当に嬉しかった。 

 今年も「夏山メイン企画」に行きたい。思い切って相談してみると、いろいろ工夫もできるからやってみられと

励ましてもらう。ありがとうございます。 

  

 7 月 26 日（日）5：00 出発。晴天。堀井号で山梨県南アルプス市／長野県伊那市にそびえる「仙丈ヶ岳／甲斐

駒ヶ岳」へ。私は南アルプスの山行は初めて。戸台口（仙流荘６７０ｍ）から伊那市営バスに１時間乗って北沢峠

（2030ｍ）へ。バス代往復 2,680 円。運転手さんのガイドが面白く、とても詳しい話で勉強になった。この道

が昭和時代は森林鉄道の入口だったとか。車窓からトダイハハコ、クルマユリ、コマリアジサイ、タカネシランジ、

熊が木をかじった痕跡なども紹介してもらう。 

 しばらく走ると遠く中央アルプスの宝剣岳や駒ケ岳が見え、次は鋸岳、ごま塩模様の花崗岩からできている甲斐

駒ヶ岳・魔利支天が見えてきた。南アルプスは中央構造線（関東から九州まで続く大断層）エリアにあり、南アル

プスをつくる材料は、珊瑚・プランクトンの殻・砂・泥など海の底にあったもの。これがさらに 3000ｍの峰々へ

と押し上げられた。しかも、現在も地殻変動によって年間４ｍｍの速さで高くなっていると。（詳しくは荒井さんに

聞いてください。）目の前にどっしりとした仙丈ヶ岳が見えてきた。運転手さんありがとう。 

 北沢峠のこもれび山荘ベンチで早目の昼食をとって宿泊地の馬の背ヒュッテへと出発。沢の音を聞きながら、途

中藪沢大滝も眺めて。恥ずかしい話だが、膝への注意に集中していたのか、周りが見えていない、ごめんなさい。

そしてログハウス風の馬の背ヒュッテへ到着。ほっとする。たくさんの宿泊者のため、寝る場所は畳半分。夕食は、

大きなジャガイモ・人参の入ったカレーのみ。 

5：00 からの夕食までの時間を外のベンチでおしゃべり。東京から来た女子グループと話が盛り上がる。新幹線と

バスを使ってここまで来たとのこと。思わず三島野スポーツクラブに感謝。近くに登りたい山がいっぱいの富山に

住んでいることにも感謝。午後 8：00 消灯。 

 翌日も晴天。4：47 のご来光を小屋の横から拝む。怪我のないようにと祈る。ヒュッテから樹林帯を登ると馬の

背分岐点。馬の背というより、象さんの背が見えてくる。中央アルプスとずっと奥に北アルプスの山並みを見なが

ら登る。森林限界を超え仙丈小屋へ。さらに登り、いよいよ南アルプスの女王と言われる仙丈ヶ岳の頂上へ。海底

の砂や泥が押し固められた岩でできていて丸みを帯びどっしりとしている。周りには大きな富士山、北岳、間ノ岳、

鳳凰三山、遠く八ヶ岳などの山々が。甲斐駒ケ岳、鳳凰三山が花

崗岩で成り立っていることもよく分かった。また、反対側には、

吸い込まれそうな藪沢カール・小仙丈沢カール・大仙丈沢カール。

山頂をあとに、カールを見ながら小仙丈尾根を下る。今度は前方

に明日登る甲斐駒ヶ岳を見ながら進む。背の高いハイマツの急坂

を下りると次は森林帯（2600m から始まる）となる。五合目の

標識を見て、もう少しがんばれば北沢峠だと思うとほっとする。

やはり、下りが要注意。今回から靴底も新しく張替えたし、スト

ックを長めにして、親指に力を入れて下るのだがなかなか進まな

い。みんなに大変迷惑をかけながら、声を掛けてもらいながらマ

イペースで下りた。途中、テント組の岩井・荒井氏にも会い、全

員で記念写真を撮る。 

 北沢峠こもれび荘にはお昼前に到着。今度は、神戸から来たシ

ニアグループの方々と話が盛り上がる。３泊４日の豪華版。年に一度のお楽しみイベントなので費用はかかっても

 背に甲斐駒ケ岳と鋸岳 奥に八ヶ岳連峰 
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たくさんの方が参加されると言っておられた。私も、これからも元気でたくさんの楽しみを見付けていきたいと思

った。 

 明日の天気の情報が入ってきた「雨」。甲斐駒ケ岳は、花崗岩の山なので雨では滑る。危険が伴う。断念するしか

ないと。 

 終日は、残念だが帰路に着く。仙流荘バスターミナルから下諏訪へ。朝から入れるお風呂を探す。温泉街なの

で、風呂代は 270 円。ほかにまだ安いところもあるとのこと。ゆっくり温まる。次は腹ごしらえ。ゴッテリ組と

そば組に分かれての昼食。 後に、下諏訪大社にもお参りをした。全員怪我も無く、私の膝も無事だったことにお

礼をこめてお賽銭を。 

 後に途中、松本市安曇にある道の駅「風穴の里」に立ち寄り、アイスコーヒーやスイカなどを食べて一服。３

日目は、ゆったり観光旅行にはや代わりでしたが、これもまた良し！ 

 今回の「夏山メイン企画」は、大冒険の山行と大旅行。皆さんのおかげでまた目標が達成できて本当に嬉しい。

ありがとうございました。今後私は、次への山行に向けて、日々、筋トレをがんばります。少しでも皆さんの足手

まといにならないようにも新たに目標にしていきます。 

 今後もよろしくお願いいたします。 

 

 的場さんに教えてもらった「ヤマケイオンライン」登録しました。地図や山の情報がスムーズに見れる。これか

らは、大いに活用したいものだ。 

 

ちょっとした不注意が、あわや火だるまに 
北沢峠のキャンプ場で食事の準備している時のこと。岩井さんのガスコンロと荒井のガソリンコンロで

鍋のお湯を沸かしていた時、ガソリンコンロの方からガソリンが噴出して荒井の上着にかかって燃え出し、

コンロも火に包まれる状態になった。すぐに、コンロにかけてあった鍋の内容物とビニール製水タンクの

水で消火、衣服に移った炎は掌ではたいて消し大事にはならなかった。もしコンロが爆発していたら、も

し身体にかかったガソリンの量がもっと多かったら,と考えると冷や汗が出る。こんなことになった原因

は、自宅でガソリンコンロのタンクにガソリンを補充していて、溢れ出だすくらいまで入れしまったこと

にある。「補充はタンクの８分目くらいで止める」よう注意書きにあったし、これまでそれを厳守してきた

のに、今回は「まっ、いいっか」とそのままで持ってきた。（一応、満タンの状態で大丈夫か、自宅で燃焼

試験をし、その時は問題なかった。多分、標高差による気圧の内外格差が重なってこんなことになったの

か？） 注意書きを守らなかったのだから「想定外」というのもおこがましいが、こんなことになるなん

て思ってもみなかった。これからは仕様書はしっかり読んで、それを忠実に守っていこうと思った。安易

にものごとを考えて済ましてはいけないと身にしみて感じました。        （荒井英治） 
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新潟県糸魚川市 
長野県小谷村 

2,197ｍ 2,245ｍ 

 

メンバー：〈L〉堀井泰則、背渡健治、的場邦夫、峯 周二、岩越理代 

【行程記録】 
薬勝寺 P 5：00  小谷村道の駅 6：45   登山口 7：20～35   水場 8：40   天狗原山 11：40 
   金山 12：30～50   天狗原山 13：30   登山口 16：30 
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登山口で変則な集合写真 

的 場：昨年の戸隠で 15 周年の行事の時、創立時からの会報を見ていて金山の山行記録を見つけ、その時参加

したメンバーに聞いたら「花がものすごく綺麗だった」と聞き、“ぜひともいかなければ…”と思って

いました。今回登ってみて、登ったものだけにしか得られない花の楽園に感動！この花の楽園を皆さ

んに紹介したかったが、写真担当の〈L〉がまたしてもメモリーカード無しのカメラをぶらさげてきて

しまったムムム…残念！感動は登ったものしか与えられないのか！？このお花畑を見たい方はいつか

一緒に登りましょう。 
背 渡：天気よし！花良し！見晴らしも良し！でしたが、真夏に登る山ではないわなあ…。暑さはキツカッタ。

心身に堪えたなあ。 
峯 ：真夏の暑さで久しぶりに疲れを感じた山行でした。登り始めから急登続きだったが、大きな幹のブナ林

や可憐な草花の群生オンパレードに癒され、元気づけられて登頂を果たしました。眺望も見事な景観で

雨飾山、焼山、火打山、妙高山、高妻山、黒姫山などはっきりすっきり。暫し見とれて満足。「人気の

ない山なのか」「険しい山なのか」すれちがった登山者は 4 人だけ。だから、自然な環境が残され、豊

富な花々がたくさん生きているのか―と思いました。特に、金山山頂付近にチングルマやニッコーキス

ゲがこの時期に群生しているに感激しました。 
堀 井：かなりきついコースなので、できるだけ荷を軽くすることにした。諸事情

．．．
でカメラを車に置いていくこ

とになってさらに軽くなった。そのおかげか金山山頂まで何とかたどり着けた。登山道の手入れがあ

まりされておらず荒れていた。日帰り９時間余りを要するコースは登る人を少なくするのだろう。残

雪も多く、花も多く、急登も多い変化に富んだ山行を“喘ぎ喘ぎ”意地と根性
．．．．．

でとげることができた。 
 

1 日目：安達太良山登山（奥岳登山口ルート）歩行時間 5 時間 後 裏磐梯の国民宿舎で宿泊 
2 日目：磐梯山登山（八方台登山口ルート）標高差 630ｍ 歩行時間 4 時間 （早朝の五色沼散策）  
                                     [次ページへ続く] 
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暑さに参りました 天狗原山 
岩越理代  

見事なお花畑が見たい！ 体力★★★★☆にも挑戦してみよう！という思いから参加する

ことにしました。山行計画書には（L）が体調について書いて下さったのですが、前日は暑く

なかなか寝つけずで、少々寝不足での登山となってしまいました。 

小谷村登山口からの序盤は登山道脇のガクアジサイが見ごろを迎えていました。やや斜度の

ある登りはあっという間に高度をかせぐことが出来て嬉しいのですが、全く涼しくなってくれ

ません。そよ風もほとんどなく青空に太陽ギラギラで、汗かきの私は水分を摂ってもあっとい

うまにのどがカラカラ。お水３L で足りるかなあ…、持ってきた氷いつまでもつかなあ…と少々

心配に。しかし、それを忘れさせてくれたのが色とりどりのお

花たちでした。日陰の谷筋には凛とした姿のキヌガサソウやミ

ズバショウ、今回どうしても見たかったシラネアオイが咲いて

いました。（今回急きょカメラ担当（スマホなんですが）となり、

いくつか写してみましたよ。） 

高度を上げては少々下るという、じれったい上り下りをいく

つかこなし、トリカブト・ハクサンフウロ・タカネナデシコに

出会ったあたりで今回一番の難所、足場の悪いザラザラの急登

です。トラロープはボロで役に立たず、足場を探して慎重に進みました。その先はいっきにお

花が増え、樹林帯を抜けてしばらく行くと天狗原に到着。一面の緑とシナノキンバイの鮮やか

な黄色に歓声が。ただし、ここには日陰がありません。私は帰路の体力考えて、S さんと天狗

原山頂で折り返すことにしました。パーティーは二つに分かれ、私達は樹林帯の木陰に戻り、

昼食と休憩をとりました。S さんから冷たい素麺を御馳走になりました、ありがとうございま

した。 

金山まで行ったメンバーとトランシーバーで連絡を取り合い、先に下山を開始しました。

ここまで来て少々悔しいけれど、下山も大事と

自分に言い聞かせてゆっくりと下りました。途

中アサギマダラがふわりふわりと優雅に舞っ

ていました。「また来ればいいよ」といってい

るのかなと思いました。慎重に下り、無事に登

山口に到着。ザックをおろし、靴ヒモを緩めて

ほっとひと息つきました。 

ところが、登山口の林道脇からガサガサと草

を踏む音が・・・・・「えっ、何の音？」 

緩んだ緊張感が再び MAX に。とっさに S さんが笛を吹きました。車の鍵を預かっておらず、後

から来るメンバーにトランシーバーで連絡をとり、暫くは辺りの気配に注意を払いながら過ご

しました。ケモノ臭さはなく、熊だったのか何だったのかは不明というか、出会わなくて本当

にヨカッタ。その後メンバー全員が怪我なく下山。金山までは天狗原から１時間ほどであり、

ハクサンコザクラやチングルマが見事だったと聞きました。 

そういえば、天狗原のお地蔵様への挨拶を忘れていました。お花以外にリピートする理由が

出来てしまいました。★★★★☆ですが、数日後感想を書いていると、素直にまた行きたいな

あと思える山でした。                        

 
 

天狗原山から望む焼山（左）と火打山 

焼山 2400ｍ  火打山 2462ｍ  

 

【参加募集要項】  
○ 費用 18,000 円（一泊二食 7,300 円、交通費、旅行保険、ほか）  
○ 体力度・技術度とも★★☆☆☆ 〈Ｌ〉堀井泰則  
○ 参加申込 10 月 1 日まで堀井へ  

（FAX 25-2792 or 携帯 090-1314-6394）  
※宿泊予約は 8 人（紅葉のハイシーズンのため）です。受付先着順とします。 
 

 

 

五色沼と磐梯山  
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岩稜・別山尾根ルートから剱岳へ 

悪天候に前剱手前で撤退す！ 

メンバー：〈L〉岩井富雄、峯 周二、加藤日出子、森田絹代 

【行程記録】 
8/17  薬勝寺 P 5：30  立山駅発 7：40   室堂発 9：15 
     雷鳥平 9：45   別山乗越（剱御前小舎）12：00 
    （昼食）12：25   剣山荘 13：30 
8/18  剣山荘 4：45   一服剱 5：15    前剱手前で

撤退 6：10   剣山荘 8：25～9：15    
室堂 13：30   立山駅 15：10 
♨入浴後帰路へ  薬勝寺 P 17：00 

 

剱岳 いつかまた  森田絹代 

念願の剱岳でした。個人的にはこれまでも何度も計画はあったものの、自分の予定が立たなかったり、休み

が取れなかったりで一度も頂上まで行ったことがなく、一番登りたい山のひとつでした。 
 当日は朝から雨模様。天気予報では翌日は曇ということで、晴れるかも？！という期待を抱いて向かいまし

た。平日だったこと、雨だったこともあり、人は少なめでした。人が少ないのは良かったのですが高原バスの

本数も少なめで、多少の足止めを食らいながらも予定の３０分ほど遅れで室堂に到着。雨の降る中を歩き始め

ました。 
 雷鳥沢からの登りは登山道に雨水が流れているほどで、「明日、本当に天気はよくなるの？」と思いつつ、「な

んとか、晴れて欲しい！」「晴れなくても、曇で！！」と神様にお願いしながら歩きました。途中、別山乗越で

一休み。この時の雨と風がピークにひどかったような・・・。 
 別山乗越から１時間ほどで剣山荘に到着。雨はずっと降ったり止んだりでしたが、ずぶ濡れになるようなこ

ともなく無事に着くことができました。剣山荘ではシャワーが使えました。すごい！山の中でシャワーができ

るとは驚きです。あったかいシャワーを浴びたら、気持ちよくて一気に疲れも吹っ飛ぶってものです。こんな

山荘ならしばらく滞在していたくなりますね。 
 夕飯は美味しかったです。お米がとても。翌日になってわかったことですが、富山コシヒカリでした。美味

しい夕飯をいただいたあとは早々に就寝。夜中、雨の音が聞こえていましたが、目が覚めたときには止んでい

るはずだと信じて眠りました。 
 午前３時、岩井さんが外を見に行ったとき、外は雨でした。残念・・・。それでも４時すぎに起床し、頂上

にはこだわらずに行けるところまで行こうということで出発しました。一面、ガスで真っ白。時々吹く風は強

めでした。一服剣を越えて、前剱の手前まで行ったところで、無理をせずに引き返すことになりました。無理

をすれば行くことは出来たかもしれませんが、上の方は深いガスに覆われていて眺望は望めないし、無理をし

ても仕方ありません。今回はここで勇気ある撤退となりました。途中、登山道の岩場にまだ新しいお花が供え

られているところがありました。お盆の直後だったからかもしれません。お友達でしょうか、ご家族でしょう

か。無理をしてはいけない山だと実感しました。途中までしか行っていませんが、その岩の険しさは十分に感

じることができました。安全第一です。そしてこの往復の間に雷鳥に遭遇しました。すぐそばまで行っても逃

げることなくとても近くで見ることができ、これはラッキーでした。 
 剣山荘にもどってからコーヒータイムで一息ついてから、下山。予定よりも早い下山だったので、立山駅そ

ばでお風呂に入ることにしました。駅前の民宿に頼んで使わせてもらいました。不完全燃焼の疲れでしたが、

洗い流してすっきり。 
 念願の剱岳でしたが、今回も踏破ならず。でも、いつか、リベンジの際には嬉しさ倍増のはず。そのときを

いまから楽しみにして待とうと思います。 
 ご一緒してくださったみなさまありがとうございました。 

 

その① 
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馬場島から早月尾根を登り、 

早月小屋で連泊するコース 

岩 井：17 日は朝から雨。登頂の明日の晴れを信じて出発。剱御前小舎で休憩した

が風雨にさらされた手の指先が感覚がなくなり痛く感じた。予定時間に入

った剣山荘は宿泊者少なく広い部屋が確保でき、シャワー、水洗トイレ完

備で快適。悪天候のため、小屋から出ず明日の準備をして早々に就寝。午

前 4 時曇っているが雨は降っていないので“行ける所まで”を確認して登

り始めた。途中でライチョウ親子に出会い、雨中山行の労苦にひとときの

安らぎをもらった。濡れた急峻な岩稜を登るのは危険と判断し第 4 クサリ

場で引き返した。まだ体力的に余裕はあり、頂上への未練を断ち切って撤

退した。 
加 藤：悪天候で前剱で引き返すことになって残念無念！次の機会をつくって必ず

挑戦したい。 
峯 ：登頂できず悔いが残った。「前剱まで事前下見に来た」と自分に言い聞かせ

て下山。身体の疲れは全くなく、先日の金山登山と比較して“楽勝”気分

の山行でした。 

 

 

雲湧く稜線 一服剱 

その② 

メンバー：〈L〉林 憲彦、岩井富雄、小坪哲彦 
甲 厚子、甲かほる 

【行程記録】 
8/24 馬場島 7：45  松尾平 8：45  昼食 11：15  1800ｍ地点 12：40  早月小屋 15：10 
8/25 早月小屋 5：30  2600ｍ地点  カニノハサミ 8：35  頂上 9：55～10：20   

2600ｍ地点  13：20 早月小屋着 15：00 
8/26 早月小屋 5：55  旧避難小屋 1960ｍ 7：05  馬場島登山口着 12：30    

 

10 

無謀にも 73 才で 
リーダーを務めて 

標記の登山計画を世話人会で相談しま

した。当初エブリイ Sunday の仲間で晴れ

を狙って、元気な若者（中年？）が 1 泊 2
日で行くところを高齢を自覚して 2 泊 3
日で早月尾根から剱岳に挑むという提案

です。ついでに、屈強な人の同行を求める

との希望に、会代表の岩井さんと副代表の

小坪さんが同行することになり、「鬼に金

棒」でこの日を待ちました。 
参加メンバーは以前このコースを登った厚子さん。剱岳は初めてのかほるさんと私の 5 名のパーテェーとなり

ました。 
記録や感想は別の項で参照していただきますが、私の計画より少し遅れ気味の行動でしたが全員なんとか登山

口の馬場島に下山でき、大変満足しています。 
それのつけても、岩井さんや小坪さんのアドバイスで高齢者と経験の浅い人を含め、全員が剱岳山頂に立つこ

とが出来たのは「三島野の力」だと思いました。 
これからもベテランや若者は初心者や高齢者に優しい「三島野」であり続けてほしいと思いました。 

〔林 憲彦〕 
 



  

岩 井：4 人用テントで一人広々と贅沢な「部屋」でした。頂上から戻った 2 日目は小屋の主人が“今夜は風が強

いのでしっかり固定するように”の指摘があり、再点検し、夜を迎えましたが、突然の強風でテントの

支柱が破損するハプニングが発生。テーピングテープで応急措置し、一晩乗り切ることが出来ました。 
小 坪：40 数年前に別山尾根から二度登った経験があった。誘いを受けて今月の４日～5 日にこの別山コースを

久しぶりに登ったばかり。今回、早月尾根からの剱岳登頂の機会を得て、今月 2 度も 2,999ｍの頂に立

つことができました。4 回の挑戦すべてが好天に恵まれて頂に立つことができた幸せを感じています。 
60 歳代最後の剱岳となった。 

 
 

甲 厚：14 年ぶりの剱岳。やっぱりすごい山でした。クサリ・ロープ・三点支持で難所を何とか乗り越えて頂上

へ。先客が下山し、私たち 5人が剱岳のテッペンを独占して 360 度の大パノラマを満喫しました。感謝！

感動！でした。 

 

〖幻戯書房発行 深田久弥 著 「名もなき山へ」の一節から〗 

登 山 前 後 
登山の楽しみは山を歩いている時だけではない。それはリュックの重さを久しぶりになつかしく感じて

家の玄関を出る時から、目的を無事に果たして快い疲労をおぼえながら家に帰りつくまで続く。 
いや、その前後にさらに広がりを持っている。山行きを思い立って、地図を眺め、アレコレとプランを

練るところ時から、すでに楽しさは始まっている。出発の日時もきまり、同行の友もきまる。入用の品を

整えながら、友の顔を思い浮かべると、いろいろと楽しい空想が湧いてくる。 
しかるに出発の間ぎわになって、約束の友の一人が突然行けないといってくる。これほどわれわれをガ

ッカリさせるものはない。彼を勘定に入れての楽しいプランに、彼はポカリと穴をあけたことになる。ど

んな事情があるにせよ、彼の違約の罪は大きく責められなければならない。 
良心のある友なら、期待を裏切った代償として、われわれに十分な贈り物を忘れないだろう。われわれ

もまたそれを要求する権利がる。 
野球は 9 人揃わなければできないが、登山は一人くらい欠けたっていいだろうというのは、非常に安易

な考え方である。山登りほどチーム・ワークの必要なものはない。チームの和が、登山の楽しさを決定す

るといっても誇張ではない。 
しかし、来られないものは仕方がない。クヨクヨは禁物である。われわれは空想を再編成する。彼（あ

るいは彼女）なんぞいなくたって平気であろうとする。そして事実、山に入れば、山の楽しさは彼の欠場

を忘れさせる。山の温泉から、山の美しさをさんざん書き送って友を羨ましがらせることで、友を許して

やる。 
山から帰る。それっきり山を放っておく人があったら、その無欲に私は驚く。われわれの身体の中にも

気持ちの中にも、まだ山は残っている。それを呼び返し、それを反芻することによって、登山の楽しさを

もう一度味わうことができる。撮ってきた写真を見る。歩いた道を地図で確かめる。思い出が私たちを豊

かにし、力づける。 
すべてのスポーツの中で、その行為の前後に、山登りほど楽しい拡がりを持ったものはあるまい。  
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命がけの剱岳登山でした 

                             甲 かほる 

 身近にある有名な剱岳に登っていないなんて恥ずかしいなと思っていた。いつかは、きっと登れる日が来ると登

山研修にも意識的に参加してきた。去年は、槍が岳にも登ったので、いよいよ次は剱岳かなと自分勝手に思い込ん

でいた。途中、膝痛がでたりしたが、筋肉トレーニングのおかげで痛くなくなり「剱岳には一つでも若いときにぜ

ひ登りたい。」という願いがまた沸いてきた。 

 今年の計画に初めはなかったが、途中から、「天気をみながら、人込みを避けて、時間をかけて剱岳へ」の計画が

出された。チャンス！ 私にぴったりの計画だと思った。 

 天気予報では、３日間「晴れ」。とうとう、剣岳登山の日がやってきた。ドキドキ。 

６：００出発。晴天 ルンルン気分。馬場島キャンプ場の「試練と憧れ」の碑や観音様などに無事登れますよう

にとお祈りをして、早月小屋(２２２４Ｍ)まで。赤い実のナナカマドや木いちごが迎えてくれた。しかしずっと急

登。大立山杉の根っこ道。もうくたびれ気味。リーダーの岩井さんは、テント張りもあるので一足先に。私たちが

到着する１時間前にはテント張り完了。岩井さんと小屋の２代目伝蔵おじさんが笑顔で優しく迎えてくださる。こ

の小屋は、水は買わなければならい。トイレも消毒液のみ。すてきな｢剱岳ネーム入り｣Ｔシャツあり。帰りご褒美

に購入予定。１８：３０には就寝。 

２日目 晴天 あたたかい味噌汁をいただいて、５：３０出発。２３８０Ｍ近くに小池があり、サンショウウオ

の子供が泳いでいた。８：３０ごろより岩場登山道となる。とうとう転んでおでこを石にぶつけ「コツン」といい

音がする。びっくり。２６００Ｍごろから、いつも家の近くから見ている毛勝三山、薬師岳、奥大日岳等がぐるっ

と見えるようになってきた。チングルマ、マツムシソウの群生もあり。２８００Ｍではトリカブトも群生。チシマ

キキョウやイワツメクサ等が岩の間から顔を出して励ましてくれた。いよいよ絶壁にあるクサリやロープが連続登

場。しっかりリーダーの話を聞いて三点支持を守って一歩一歩進む。９：５５ ２９９９Ｍ頂上へ到着。とうとう

念願が叶った。ここまでこれたのも、皆さんとリーダーのよきアドバイスのおかげ。祠にお礼を言って記念写真を

いっぱいとって１０：２０には下山開始。これからがもう大変。どこに足をかければいいのかリーダーに手とり足

とり、時にはリーダーの膝も岩場と見立てて足を置かさせてもらったりして降りた。歯を食いしばらなければ、真

下に落ちる。こんなはずじゃなかったのにと、思わず。それでさえ、２回の大失敗。急にこけて大転倒。ヘルメッ

トが岩にぶつかってくれて私の体は止まった。今回、初のヘルメット使用が私の大切な頭を守ってくれた。８／２

１の世話人会で剱岳登山者の９割がヘルメット使用だと話され、即、林さんがインターネットで注文。当日、５人

全員がかぶることができた。これが１回目の命拾い。三島野クラブのみなさん、本当にありがとうございました。

もう１回は、足がふらつきロープとも岩から離れ宙づりになってしまった。もし、しっかり握っていなかったらと

思うとぞっとする。みなさんに肝を冷やすような心配を沢山かけてしまった。おまけに、思うように足が前へ進ま

ず、だんだんスピードが遅くなる。私は気を引き締めて休まず歩いているのだが、他のメンバーには歩くリズムを

大いに乱していることに。でも、どうにもならない。心の中で「ごめんなさい」と。文句一つないのにただただ感

謝。 

剱岳は、技術も体力も５レベル。日本一険しい山だということを自覚しないで、それにふさわしい体力づくり、

技術磨きもしないで、ただ登りたいとの一念だけでは、大きな危険があり、大変迷惑なことなのだとよく分かりま

した。今まで、正直、会報の体力・技術度は気にも留めていませんでした。大反省。 

でも、とにかく、行ってこれたことに感謝。そこまで支えて下さったリーダー、とメンバーに大感謝です。本当

にありがとうございました。 

Ｋ氏｢登る山はどんなレベルの山なのか知ることが大切。ひどかったから止めるのではなく、今回の反省を生かし

て体力や技術を高めて続けていってほしい。｣と優しい言葉。 

自分のご褒美に｢剱岳ネーム入り｣Ｔシャツ購入 ３５００円 

小屋には私たちを入れて５名宿泊。１９：００就寝 

３日目 晴天 ５：５５出発 早月小屋から富山平野、富山湾、能登半島まで一望。ひたすら降りる。７：０５ 

１９６０Ｍ 避難小屋跡。シシウド群生。９：３０ １４００Ｍ 富山平野がすぐ下に見えてくる。時々、雨がぱ

らつく。 

１２：３０ 馬場島キャンプ場へ到着。観音様に無事下山したことのお礼をして北アルプスの湯へ。温泉に浸っ

て剱岳登頂の緊張していた心身を開放し、癒した。あたたかいラーメンがおいしかった。 

  

苦い体験をする中で、たくさんのことを教えていただき、ありがとうございました。 



 

 

 

日本勤労者山岳連盟の理事会は、安倍内閣が今国会に提出した「集団的自衛権の閣議決定」を実行

できるものにするための「安保法案」が衆議院で強行採決され、いま、参議院で審議されていること

について声明を発表しました。以下その全文を紹介します。 

 

憲法 9 条を守って戦争しない日本を継続させ、 
登山文化を守るための声明 

2015 年 8 月 25 日 
日本勤労者山岳連盟理事会 

 
日本は悲惨な戦争を起こしたことの反省のうえにたち、「二度と戦争をしない」決意を憲法に掲げ、

70 年間にわたって諸国民と友好・神前の国際交流を深めてきた。そして、登山は平和で民主的な国

民生活に根ざしたスポーツ・レクレーションとして国民に親しまれ、登山文化も多様な形で普及・発

展してきた。さらに、海外登山を通じて多くの諸国民との親睦・交流が広がり、草の根の国際連帯も

広がっている。 
いま国会では、日本が攻撃を受けなくても、自衛隊が海外での武力行使と米国など他国軍隊と一緒

になって戦争に参加するための集団的自衛権を行使できることを内容とした法案が審議されている。 
この「安全保障関連法案」に対し、どの世論調査でも国民の 5 割以上が「憲法違反」と批判し、6

割以上が「今国会での採決はやめるべき」とし、大多数の憲法学者も「違憲」を表明している。また、

日本弁護士連合会は「平和的生存権を保障した憲法前文及び第 9 条に違反し、平和国家日本の国のあ

り方を根底から覆すもの」で「違憲」であるとして反対を表明している。そして多くの知識人、文化

人、団体が国会審議を通じても法案の違憲性は明白になっており、国民からは「戦争法案」とも呼ば

れ、法案反対と廃案を求める運動は全国で展開され大きく運動は広がっている。 
1931 年から始まった 15 年戦争の前までは、日本の登山界は順調に発展を遂げていたが、戦争に突

入するなかで、登山者にとっても大切な地形図の販売制限、山岳誌は発禁・休刊・廃刊となり、国民

の登山そのものも制限され、海外登山はできなくなった。そして、軍部の主導によって登山界も戦争

に協力させるための「行軍山岳部」などがつくられ、国民は自由に登山ができなくなった。 
登山は、自由と平和、ヒューマニズムとフェアーな精神をモットーとするスポーツである。このこ

とから日本勤労者山岳連盟は趣意書で、「登山の正常な発展は、軍国主義の支配と侵略戦争の拡大に

よって著しく阻害された」ことを表明し、平和な社会でこそ、登山文化の正常な発展が出来ること。

そして、「確固とした世界平和は、海外登山発展の基礎である。諸国民との相互理解、友好をさらに

深めることが強く求められている」として、戦争のない平和な日本、世界平和を求めている。 
自衛隊が海外で武力を行使し戦争に参加する法案は、憲法 9 条に違反し立憲主義にも反し、多様な

形で発展してきている登山文化を脅かすものである。 
日本勤労者山岳連盟の趣意書に基づいて、日本が「海外で戦争する国」「殺し殺される」戦争に自

衛隊を送るような「違憲」の法律案は、廃案にすべきことを表明する。 
 
 
※「日本勤労者山岳連盟 趣意書」は三島野スポーツクラブの毎回の総会資料にあります 
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