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

№ 187
2016 年 4 月 1 日
代表 岩井 富雄
射水市宝町 1364-35
TEL・FAX 0766-57-8180

根子岳

小木

清 画

４月３日(日) 塔倉山の参加申し込みは締め切りました

富山市八尾西神通～
富山市塩
【行程】
〈あいの風とやま・ＪＲ高山線を利用しますので行
きの乗車電車の出発時間に集まってください〉

○行き：高岡駅発 7：45

小杉駅発 7：54

富山駅着 8：05 （高山線）発 8：14
東八尾着 8：42
○帰り：東八尾駅発 14：08
発 14：48

富山駅 14：33

小杉駅 14：58

高岡駅

着 15：05
昼食時の酒類など嗜好品は各自持参。
歩行時間は 2～3 時間
【参加費】 公共交通 小杉駅から東八尾 670 円
【参加申込】4 月 3 日まで岩井へＦＡＸ57-8180

(金‣祝)

(土)
富山県黒部市／長野県白馬村

2,696ｍ

北アルプス春山入門コース

【集合・出発】6 時 00 分 薬勝寺Ｐ
【行程】
〔1 日目〕 歩行時間 4 時間 30 分 標高差 約 800ｍ
ゴンドラ 9：00
八方池山荘 9：30～10：00
八方池（第三ケルン）11：30（昼食）12：00
丸山ケルン 13：45
唐松岳頂上山荘 15：00

登る右手に白馬三山。左手に五龍岳と
鹿島槍ヶ岳の白い稜線を仰ぎ登る。
春山の醍醐味を堪能できるルートです

〔2 日目〕 歩行時間 3 時間 30 分 標高差 下り約 900ｍ
山頂往復 7：00～7：45 山荘出発 8：30
八方池（第
三ケルン）11：00
八方池山荘 12：15
12：30 リフト・ゴンドラ
八方 13：00
昼食と入浴し 14：30 帰路へ
体力度・技術度とも★★★☆☆ 〈Ｌ〉堀井泰則
【装 備】
積雪時の装備：ピッケル（ストックも可）、アイゼン（10
本爪以上）、防寒対策（フリース、手袋、帽子、ゴーグル）
温飲料など
労山テキスト「セカンドステップ」63 ペ
ージ参照
【参加申込・問合せ】
4 月 20 日まで堀井へ FAX25-2792 SMS 090-1314-6394

八方尾根を行く三島野パーティー

唐松岳山頂

2012 年のアルバムより

八方尾根から仰ぐ白馬三山(左)と五龍と鹿島槍
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石川県加賀市山中温泉
941ｍ

(火・祝)

「日本百名山」の著者で、労山創立の発
【集合・出発】7 時 00 分 薬勝寺Ｐ

起人の深田久弥が初めて登った山です。

【行 程】 〈Ｌ〉背渡健治

四季折々の風景を楽しむことができます

我谷登山口から富士写ヶ岳山頂を往復

が、シャクナゲの咲く五月に多くの登山

標高差 840ｍ 登り 2 時間 30 分 下り 1 時間 40 分

者が訪れます。

体力度・技術度とも ★★☆☆☆

山頂から雪の白山が遠望できます。

♨入浴後、帰路に着く
【装 備】
無雪期の装備（労山テキスト「ハイキング ABC」の最後
のページ参照）

【参加申込】４／24(日)まで背渡健治へＦＡＸ23-2446

1361ｍ・立山町

(日)

木々の芽吹きに春の山の風情を楽しみながら登ります。
山頂からの展望抜群 弥陀ヶ原から室堂まで除雪された蛇行するバス道路を見ることができるでしょう。
谷筋に雪を多く残した立山連峰、鍬崎山が目前に！
【行 程】 長尾峠から往復
標高差 約 570ｍ 登り 2 時間 下り 1 時間 30 分

山頂から鍬崎山

体力度★★☆☆☆ 技術度★☆☆☆☆
〈Ｌ〉堀井泰則
【参加申込】
大辻山山頂

5 月 5 日まで堀井へ FAX0766-25-2792

全国の労山いっせい
富山市旧大山町／飛騨市
1,398ｍ

(日)

実施の詳細は会報№188(次号)で案内します

日本勤労者山岳連盟が毎年実施する「自然を守り、後世に残していく」ための企画で、今年
で 43 年目になります。10,000 人近い参加と 300 を超える山域で実施され、可燃性ゴミ３ｔ、
不燃性ゴミ１t ほどが回収されています。三島野ＳＣも発足以来参加しています。

緊急連絡
5 月 7 日(土)実施予定の『タケノコ掘り ＆ ウォーク』は諸般の事情で中止します。
3

山
山行
行報
報告
告

＆
196ｍ 高岡市福岡町

347ｍ 小矢部市

メンバー：
〈Ｌ〉背渡健治、古川三郎、寺山秀行、續池 巌、岩井富雄、川渕順正、的場邦夫、堀井泰則
高井増美、續池静子、長谷部節子、
【行程記録】
7：48 薬勝寺Ｐ出発

10：48 道の駅出発

8：35 登山口出発

12：18 稲葉山山頂着

9：21 元取山山頂着

12：55 出発

9：33 元取山山頂発

14：00 道の駅 着

10：11 登山口着

♨入浴 帰路へ
16：05 薬勝寺Ｐ帰着

車で道の駅
“メルヘンおやべ”へ

元取山山頂にて

高 井：春の息吹を全身で感じて、一年のスタートです。さあ！がんばるぞ！！う～ん…すがすがしい気分でし
た。

背 渡：元取山はササユリの咲く 5 月・6 月再挑戦期したい。「富山の百山」に挑戦するぞ！
的 場：元取山は地元の人たちが大切にしている想いが随所に見られ、また訪れたくなる気持ちにさせてくれる
山でした。稲葉山は展望が良かった。一日に二座登り、天候も良くて暖かく最高でした。立ち寄った滝の
荘のお風呂も良かった。
〈Ｌ〉に感謝！

續池巌：稲葉山への登りで息がはずみました。体力が低下しています。トレーニングになりました。
續池静：お天気に恵まれ何よりでした。稲葉山までの道でフキノトウを見つけたくさん採りました。フキ味
噌でいただきました。
岩 井：元取山は低山ですが急な登りもあって面白い山でした。下山した所で地元の人
が声をかけてきて「元取山の地図と資料持っていかれ」と言われました。地元の
人に大切にされている山だと感じました。

寺 山：今年はチョコチョコと企画に参加しようと思い、
「★☆☆☆☆」を選んで参
加しました。が、帰宅し万歩計を見たら 24,000 歩！稲葉山頂から袴腰山か
ら二上山まで見え大満足。
長谷部：天候の心配もなく歴史散策を楽しみました。稲葉山へは歩道路側帯の牧場・頂
上への歩きはたいへん思い出深いものになりました。

堀 井：古い山城跡や墓穴群があり、登山道も整備されて地元の人が大切にされている
のを実感。芽吹き前の木々が陽光を遮らず明るい里山歩きを楽しみました。

川 渕：当日の天気は晴れ。朝から気温も良し。分散相乗りした一行が加茂の駐車場に着き、車を降りて、やお
ら初対面者同士の挨拶。
「今日はいい天気で。しかも暖かくて良かったですね。
」と、爽やかな言葉がかか
る。
「ハア⤻？ハア⤵、ハックショーン⤻、ハクショーン⤻！」
「えっ、寒いんですか？もしかして風邪？」
「チガウンデヒュ、チガイマ、チガー⤻、チー⤻、チーッキュショーン⤻！」なんと、誤解を招くような
言葉に。とうとう、今年も花粉症の症状が出始めました。やや寒かった昨日までは、全くなんとも無かっ
たのに。用心して持参してきたマスクを目だけ出して、顔いっぱいに掛けた。やがて目も瞬いてくる。あ
あ情けない。しかし、他にもマスク掛けの人がいて、妙に親近感を覚える。くしゃみが聞こえてくるとま
あ、なんと快い。
元取山は標高が低くても侮ってはいけない。あの杉木立の群立を見よ。どの樹も杉花粉を満々と湛えて
黄褐色ではないか。これ以上風だけは吹かないで、と祈りながら、ソロリ、ソロリと波風立てずに、山に
分け入りました。だが後で風は容赦なく、空しい祈りは届いてくれなかった。
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〔感想〕

歴史の元取山と展望の稲葉山
古川三郎

予定時間に薬勝寺Ｐに全員集合。晴れ。〈Ｌ〉から行程等の説明があり、積雪０なのでカンジキ不要とのこ
と、物足りなさと裏腹に内心ホッとする。福岡町加茂の元取山登山口で續池ご夫妻と合流し、出発。
登山道は階段が続き、急な登りが所々あるがロープが張ってあり安全に登ることができた。登山道脇に横穴
古墳群の洞窟があちこちに見られ“なぜ、こんなところに遺体を葬ったのか？”考古学に無関心な自分には姥
捨て山のような感じがしないでもない。また、ササユリの群生地と聞くが、時期尚早で見当たらない。感心し
たのは、登山道をはじめ、城・砦・寺社・屋敷の跡や岐路などの標識が整備されており、地元の方々の尽力の
賜物と感謝である。
元取山砦（154.6ｍ）を経て、山頂に立つ。眺望は抜群であるが春霞で立山
連峰は望めず残念！三角点の石柱の頭を撫でた。越中弁研究家の簑島良二氏の
漢詩が掲げられてあり、それを詠む。續池さんから元取山の名の由来は民話（い
ろいろ損もしたが、ある機会の元を取り戻したという話）からと聞き、「なる
ほど…」と納得した。山頂記念集合写真を撮っているとオバサン山ガール４人
ぬかるみ

が登ってきて、途中の泥濘に難渋したしたと聞き長靴で良かったと安堵した。
下山は緩い勾配を下って林道に出て、島倉登山口を目指すが、途中の林道拡
幅工事個所がひどい泥濘なっていて靴は泥だらけ。
下山した公民館の蛇口にブラ

上・明るい登山道 下・墓穴群

シがぶら下がっていて「ここで靴の泥を落とせ」と言わんばかり。２時間余りの
手軽なハイキングコースにし、次の山「稲葉山」へ。
「道の駅・メルヘンおやべ」に駐車。地産地消の新鮮な野菜などを買い求め、
帰りまで預ける“主婦力”に感心・感動。
そして、そこから稲葉山に向けて出発。道沿いのおばあちゃんに「どこへ行く
がけ？」と訊かれ「稲葉山に登るがいちゃ」と返すと「歩いて～？へぇー！」と驚かれてしまった。意気揚々
と歩き子撫川を渡るが、稲葉山山頂が遥か彼方に見えるので少々不安になってきた。途中の田川の貝塚で化石
見学。縄文時代ここに古代人が住んでいたのかと思うが、門外漢にはピンとこない。頂上に立つ風車を目印に
只管ドライブコースを歩くが結構勾配が急で、長靴の足の裏とつま先に力が入りジンジンとしてきた。
稲葉山山頂に着いて展望を楽しんだ。眼下に砺波平野の散居村が広がり、その奥の北アルプスが一望できた。
この眺めをもたらしてくれた好天をよろこぶ。風車で発電するだけに風は強く、風を避けられるところで昼食
とした。何十年前に車で来た時の面影は無く、遊園地化しているのに驚いた。放牧時期には早いのか、牛の姿
が見えず少し寂しい。
下山はあのアウトレットを眺めながら坦々とコンクリ
ートの道を歩く。出発地「道の駅」近くで往路で会ったお
ばあちゃんと再会。「歩いて往復されたがけぇ」と感心さ
れてしまった。が、こちらはヘトヘトなので苦笑で答え、
オバーチャンは何しとるのかを尋ねると「アウトレットに
来るお客さんに駐車場を貸している」とのこと。楽な内職
に羨ましい限りだ。
宮島温泉滝乃荘♨入浴。久々に湯量豊かな露天風呂に浸
かって帰路に着いた。
〈Ｌ〉〈ＳＬ〉ドライバーに感謝。皆さんお疲れ様でし
た。再見！！
稲葉山 山頂にて
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メンバー：
〈Ｌ〉岩井富雄、川渕順正、小坪哲彦、松田光恵、甲 厚子、藤井洋子、松田理恵子

【行程記録】
薬勝寺Ｐ6：00
ネル出発 9：30

坂巻温泉Ｐ8：50

大正池ホテル 10：20

河童橋 11：40（昼食）12：20
13：55

釜トン

釜トンネル

釜トンネル出口 14：15

坂巻温

泉Ｐ14：50
坂巻温泉休みで平湯の森で♨入浴し
16：10 帰路へ

川 渕：上高地へは何度か行ったことがあるが、すべて夏か秋。雪解け間近のこの季節は訪れる人も少なく
静寂の中。数日前に降った雪で辺り一帯が白衣をまとったようで、綺麗で眩しい。青空の中にくっ
きり現れた峰々は池面に映り、神々しくもある。早春の林の中で聞く、小鳥のさえずりもなかなか
いい。企画していただき感謝、感謝です。

藤 井：暗い釜トンネルを抜けると青空と新雪の別世界が展開。薄煙をあげる焼岳。雄々しい穂高連峰。足
元では野生の猿の親子の微笑ましい姿に癒されました。

甲 厚：天気良し！見上げれば白銀の穂高の峰々。歩いた後でいただいた〈Ｌ〉岩井さん特製のみそ汁で昼
食。最高の一日でした。

小 坪：2～3 日前に降り積もった純白の新雪を踏みしめ、晴天のもと大正池から望む穂高連峰の雄姿は圧巻
でした。雪に埋もれた河童橋近辺でも野生のニホンザル多さにビックリでした。機会があればまた
銀世界の上高地と穂高連峰

行ってみたい。そんな山行でした。

岩 井：大変良い天気に恵まれ、たのしい上高地はハイキング
でした。参加したみんなの満足された表情に、企画
し、
〈Ｌ〉を務めた私も大満足でした。

反省として、事前調査や確認が大事だということを
思い知らされました。車の駐車場として前回も利用し
た「坂巻温泉」が、工事のためしばらく臨時休館であ

るかどうかの確信のないまま出発。平湯に着いて問い
合わせたところ「入湯はできないが駐車はＯＫ」とい
う返事に安心して計画通りを遂行できた。
登山靴を忘れる大チョンボをしてしまいました。
が、幸いにも小坪さんから借りることができ事なきを
得ました。
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梓川・大正池と穂高連峰吊尾根

るという情報が、前夜に小坪さんから入って駐車でき

三島野デビュー

感動・新鮮 そして仲間
松田 光恵
松田理恵子

雪のある季節は無理。そう思い込んでいた山行きでした。それでも★１つ、歩行時間５時間、しかも憧れの雪の
上高地。惹かれて参加申し込みをしたところ、あっさりと OK が出ました。ヤッター。
岩井リーダーの他男性３名、女性３名の総勢７名で、２台の車に分乗して釜トンネル入り口へ。９時に出発して、
釜トンネルをヘッドライトの明かりを頼りに歩きました。初めてのヘッドライトは実は楽しかったのですが、行き
交う工事用トラックによる粉塵は予想以上に多く、マスクをしなかったことをひどく後悔しました。３０分ほどで
トンネルを抜けると、青空。空も山もきれい。少し休憩をして歩き出しました。路面には雪はほとんどなく、焼岳
の頂上にたなびく煙を見ながら、楽しく歩きました。こんな景色がみられるなんて、やっぱり来てよかった、休憩
も十分取ってくれるしとルンルン。私たちの他にも何組ものグループが歩いていました。これまでになく多いとい
う話でした。
大正池ホテル横から雪道に入りました。雪は踏むとキュ
ッキュッと鳴き砂のような音を立て、２日ほど前に降った
ため白くて青空の下きらきらと輝いていました。暑くてセ
ーターを一枚脱ぐ。やっぱり、雪道なので足も疲れてきま
した。途中、サルを何頭も見かけました。この雪の山、食
べるものに困っているだろうなと見ていると、バイカモら
しき水生植物を食べていました。群れになって毛づくろい
するものや、母ザルに抱っこされている子ザルも。可愛い
と見とれながら歩くと、あちこちにサルの落し物が…。
11 時 40 分、河童橋到着。梓川も穂高の山々も輝いてい
ます。ああ、でもおなかがすいた。橋を渡り、対岸の建物
の軒下に陣取り、さっそくお弁当を広げました。岩井さんが大きな荷物からバーナーを取り出し、なんと味噌汁を
作ってくださいました。その手際よさ。温かくておいしい味噌汁に感動。予定の時刻を少し遅れたということで、
昼休憩は少し短くなりましたが、写真も撮り、12 時 20 分には出発しました。梓川を行きと反対側を歩き、ウェス
トン卿レリーフに出ました。
帰り道は車道を歩きました。ところどころ凍結していて滑りそうになりましたが、声を掛け合いながら元気に歩
きました。といっても、実は私は少し疲れてきていました。
「山筋ゴーゴー体操」始めてまだ８日。う～ん。ところ
が、同行の皆さんは歩きながらず～っとお話ししておられ、元気いっぱい。何だか行きよりも帰りの足取りの方が
軽そうです。山行きだけではなく、いろいろなスポーツや趣味に取り組み充実した生活を送っておられる様子や家
族のこと、本当に楽しそうに話しておられました。もう一つ、感心したのは、休憩時にきちんと行動食を取ってお
られること。あれ、さっき昼食を食べたのに、おもち食べている、パン食べている。そういえば行きの休憩時もち
ょくちょく食べているなあ。帰ってからいただいた「ハイキングＡ・Ｂ・Ｃ」を読んで、行動食の大切さがわかっ
たのですが、実はびっくりしていました。
釜トンネル入り口についたのは 14 時。なんと 15 分で通り抜けました。速くて私にはちょっときつかったかな。
そこから坂巻温泉駐車場まで、車道を歩きました。結構距離があり、朝、運転していただいた岩井さんと小坪さん
は、ここから釜トンネルまで歩いてくださったのかと感謝。坂巻温泉は工事のため入浴できず、
「ひらゆの森」で入
浴。気持ちの良いお湯で生き返りました。
今回の「雪の上高地散策」が私たち夫婦の入会後初めての参加でした。歩いているときにリーダーの岩井さんか
らいろいろと大切な話をしていただきました。オーダーの決め方、それを守ることの大切さ、歩き方の改善、食事
や行動食など。また、小坪さんには車の運転をしていただき、車中では山行きの楽しい話などをたくさん聞かせて
いただきました。明るい同行のメンバーの皆さんにも大変お世話になりありがとうございました。これからもよろ
しくお願いします。
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山
山行
行報
報告
告
（日）

（月・祝）

2,612ｍ

2,956ｍ

メンバー：
〈Ｌ〉堀井泰則、岩井富雄、背渡健治、的場邦夫
【行程記録】
3/20 薬勝寺Ｐ6：00

駒ヶ根 菅の台バスセンター9：50

千畳敷 11：15（昼食）12：00

しらび平 10：45（ロープウェー）

（雪上トレッキング）サギダル岩峰直下まで標高差 200ｍ

13：50 ホテル千畳敷（泊）
3/21 ホテル千畳敷 6：00
乗越浄土 9：40
駒ヶ根 13：00

乗越浄土 7：15

中岳（2925ｍ）7：50

木曽駒ヶ岳 8：30

ホテル千畳敷 10：50 着 11：55 発（ロープウェー）
こぶしの湯で♨と昼食（ソースかつ丼）後、帰路へ

しらび平 12：10
薬勝寺Ｐ18：20

千畳敷に着いて外に出た。夏は高山植物が咲き乱れるカールが分
厚い雪に覆われて真っ白。そのカールを 2850ｍの稜線・乗越浄土
へ登っていく人が蟻のように小さく点在して見える。“明日はわれ
らも…登るか！”と思うと気持ちがいやがうえにも高ぶった。
一日目は足慣らし。アイゼンなど装備を準備して駒ヶ岳神社の後
ろに聳える岩峰（サギダル）を目指して出発したが、雪面が緩ん
で時々沈みながら登った。登山指導員から雪崩の危険ルートを聞
いていたのでそこを避けながら慎重に登った。足慣らしのつもり
がかなりの急斜面を 200ｍくらい登って下ることにしたが、
下りは急な斜度に恐怖心を覚えるほどだったが無事に戻った。ホテルにチェックインして風呂に入り、豪華
な食事に満足して早めの就寝で翌日に備えることにした。
翌朝、見渡す限りの雲海の向こうから陽が昇る。そして出発。雪は締まりアイゼンが噛む音が小気味よく
リズムをとってくれる。風は弱く体感温度はマイナス 10 度位だろうか。乗越浄土までの急登を 1 時間 15
分要して登りきり、ひと安心。岩峰・宝剣岳や一面の銀世界の中に中岳・三ノ沢岳・伊那前岳が美しい稜線
を描いていた。スキーはできないがここを滑ったら気持ちいいだろうなあ…と想像してみた。御嶽山、乗鞍
岳、遠く北アルプス。転ずれば南アルプスと小さく富士山も見える。
ここから中岳を目指す。雪面に屋根だけを出している山小屋の横を通り、軽い登り 35 分で中岳山頂。風
が体温を奪う。記念写真を撮るためにカメラを出す手が凍えて苦労していた。
休みを早々に切り上げて駒ヶ岳へ。いったん下り、再び登っ
てついに 2956ｍの木曽駒ヶ岳山頂に立つ。風を避けて飲んだ一
杯のコーヒーが旨く、身も心も温めてくれた。
気を引き締めて下山。難関は乗越浄土からの急な下り。斜面
が緩くなるまでの標高差約 150ｍは気が抜けない。見ると次々
列を成して登ってくるのに驚いた。蟻の行列のように。緩い斜
面になって休憩したが、最後のホテルまでの僅かの登りがダヤ
カッタ。斜面が緩むと気も緩んだ。
上・乗越浄土への登り
右・中岳山頂

10：50 ホテルに到着し、歩いた千畳敷カールから乗越浄土を
目でなぞり満足感に浸りました。
L ＆メンバーありがとう！！
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チョット長めの
背

一口感想

渡：本格的な春山に初参加。2～3 週間前から持ち物や装備の準備で“楽しく心ウ

キウキ”だった。千畳

敷カールの天気は「前日までは悪いが今日、明日はバッチリ」と〈Ｌ〉の言うとおり、出発するときは暗
雲垂れ込めていたが、富山県側から山越えすると一変し、長野県に入ると晴れ！
行動中も天気は最高。アルプスの春山は雪斜面の急な登り下りではハラハラ・ドキドキの連続。汗をかい
たり、寒くなったりを繰り返し服装も少し考えなければと思っ
岩井

た。

背渡

宿の「ホテル千畳敷」は私にとってっ最高の《三ツ星》だった。
心許せる仲間との山行で楽しかった。Ｌと同行の仲間に感謝・
感謝。

岩

井：久しぶりの春山登山で一抹の不安と期待を持って参加しました。
千畳敷に着いて見上げれば真っ青な空で明日の「木曽駒ヶ岳登
山」に大きな期待を抱かせてくれた。これからの雪上トレッキ
ングの準備をしながら、地元の遭対協の人から雪の状況や雪崩
の危険性の情報を得てコースを選んだ。当初予定の極楽平へは
難度も高く、雪崩の危険性から変更して駒ヶ岳神社後方の岩峰
をめざした。かなりの急勾配斜面であり、スリルを楽しみつつ
慎重に登降した。翌日も快晴。ワクワクしながら出発した。カールは風もなく、歩いていると汗ばんでき
た。カール上部は斜度が急になっているが先行する登山者をカメラのズームで覗くとスムーズに登ってい
るように見えた。乗越浄土から中岳・木曽駒ヶ岳への稜線歩きで見た景色と雰囲気は“そこに今いるもの
にしか味わえない”ものだ。3,000ｍ近い稜線は風と低温でカメラのシャッターを押すために手袋を脱い
だ瞬間に指先が痛くなりました。今回の春山登山は天候に恵まれ楽しい登山でした。これからの登山に意
欲が湧いてきました。次の春山・北アルプス唐松岳へ期待が膨らんだ。

堀

井：春山企画で初めての山域であり、楽しみであった。一
昨年の労山機関誌「登山時報」の広告で「労山会員限定」
として『ホテル千畳敷一泊二食・バス・ロープウェー・
こぶしの湯・お土産オール込 10,000 円』が強く心をと
らえていました。“来年これが出たら企画しよう”と思
っていたら今回は『オール込 12,500 円』
。問い合わせた
ら前回は何十周年記念とかで特別だったとか。それでも
リーズナブルな価格でリッチな春山登山ができると企
画しました。…しかし、出発の前日「体調悪い、喉が痛
木曽駒ヶ岳山頂
い、咳が出る、腰が時々痛む、だるい」状態で“もしか
して…”の不安を胸に床に就いた。朝起きると“昨日より少しいいかな”の状態に安堵して出発した。
一日目の行動を終えてやはり腰に違和感と倦怠感。美味しい料理に酒がいつもより進まない。
『もし、
明日の体調悪かったらホテル待機する』と宣言した。翌朝、暗がりに目を覚ま
して布団の中で体のあちこちを“自主点検”してみる。
『ムムム…大丈夫かな』
と判断し予定通りの行動。しかし、万全でない体調はパーティーの足並みに遅
れがちだった。日頃の体調管理がズサンなのか？加齢によるものか？訓練不足
か？…それらすべてか？
雪の木曽駒ヶ岳は侮れない。夏山はルンルンだったが…。いろいろなリスクを
感じさせました。カール上部の斜度は 35～40 度あり滑落と雪崩の可能性がある。
尾根は広く視界が悪いとルートを外す危険がある。天候が悪いと低温と強風が襲
うだろう etc。
しかし今回はすべて順調で“春の陽光に輝く白銀のアルプス”を楽しめました。
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報 告

3 月 13 日(日)

旧スノーバレー利賀

〔参加者〕黒川 衛(講師)、荒井英治、岩井富雄、背渡健治、堀井泰則、山本則夫、加藤日出子
予定していた立山山麓は積雪が少なく山肌が露出しており、急遽、今は閉鎖されたスノーバレー利賀
スキー場に変更して実施した。
10 時 00 分から 11 時 40 分までスキー場斜面で、①急斜面の登りのキックステプの仕方 ②急斜面の
トラバース（横断）の足の置き方 ③急斜面の下り方 ④急斜面での休憩の仕方 ⑤強風に対するピッ
ケルの活用などを学びました。

黒 川：雪上の登り下りとキックステップはほぼマスターしたものと判断でき
ました。あとは実際の雪山でいろいろな場面に対応し、慣れていくことが重要
でしょう。一番大切なのは膝を支点とするキックステップとリズムをつかむ事
と下り急斜面で、ストック or ピッケルを雪面に刺す位置を自分の体に近くする
ことがポイントです。いつも注意することですが、腰を曲げず膝で体制を低く
することで安定した体制を維持できることです。それと左右の足幅は肩巾に保
つことも大切です。

荒 井：雪上歩行の仕方をオサライできてよかった。これまで何回か受講しているのにほとんど忘れていた。毎年やるべ
きだと実感。久しぶりの雪山は楽しかった。

背 渡：1 年ぶりの雪山訓練は天気も良く、たのしく訓練ができました。また、久しぶりに「黒川節」を聞くことができ
ました。これからはこの場所で“雪上訓練”だネ！

加 藤：天気に恵まれ楽しく訓練をしました。初めてピッケルを使用し、登り下りの基本的なことや注意すべきことの数々
を教えてもらいました。これからの雪山登山で活用したいと思います。

岩 井：利賀スキー場は「雪山・金剛堂山登山」以来久しぶりでした。ピッケルの使い方、雪上歩行の基本を確認できて
よかった。天気も良くほんとうによかった。

山 本：雪山訓練を初めて経験しました。ストックの使い方や
歩き方はスキーの基本と少し似ていますが、改めて教え
てもらうと“なるほど”と思い非常に良い経験になりま
した。また、ピッケルの使い方は初めての経験で、大変
いい機会を作ってもらいました。
堀 井：雪山の魅力は、雪山を登り下る技術と装備を使いこなして初め
て知ることができる。ゆったりと時間をかけて学ぶ機会は経験者
にとっても大切なことだと再認識。旧スノーバレー利賀は急斜面
であり、雪も多く訓練に格好の条件が整っていると思えた。
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黒部源流開拓期と
山の人々との交流の記録

書籍紹介

伊藤正一写真集

源流の記憶

山と渓谷社 刊

￥2,300（＋税）
A4 変型判

176P

いつの間にか“伊藤ワールド”に惹き込まれてしまう 「黒部の山賊」と開拓時代
本書は、日本勤労者山岳連盟の前身

「勤労者山岳会」の生みの親であり、

北ア・三俣山荘、水晶小屋、雲ノ平山

荘などの経営者である伊藤正一さん

の手になる写真集だ。

今度の写真集は９２才という高齢

を迎えての仕事。その旺盛な創作意欲

に讃嘆の根を抑えることができない。

Ⅰ黎明期（黒部の“山賊”たちとの

出会いから三俣蓮華小屋再建）

Ⅱ黒部源流の四季

Ⅲ開拓のころ

それに「プロローグ」
「エピローグ」

「解説」に作家・森村誠一さんの寄稿

「夢とビジョンの源流」で構成されて

いる。

「あとがき」に伊藤さんの自然観や

原発事故に対する問題意識が述べら

れて い るこ と も見 逃 せ な い。「 山 登り

という行為の背後にある社会から目

西本武志）

をそむけては健全な登山文化は望め

会長

ない」という指摘は伊藤さんならであ

ろう

（日本勤労者山岳連盟

登山時報№４９３の書評抜粋

三島野スポーツクラブ運営役員
任務分担

氏

名

住

所

TEL

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

代

〔世話人会〕
的場邦夫、 林 憲彦、宮本久子、
甲 厚子、岩越理代
と左記の運営役員で構成しています。
〔相談役〕 山田 格
黒川 衛
〔会計監査〕
竹内啓子・加藤日出子

4 月世話人会は 4 日(月)と 18 日（月）とします。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）

◇ 春の山は冬の名残りと生命が蘇える様が交叉し、いろいろな自然な営みを見ることができます。故に
春の企画は「雪あり」
「芽吹きあり」
「花あり」です。出かけましょう野に山に！
◇ 手軽に楽しめる地元の山を大切にしたいですね。元取山は“目からウロコ”でした。まだあるかもし
れません近くに。
“ここにこんな山が…”と紹介してください。
◇ 雪が醸し出してくれる景色は美しいですね。上高地はこの季節なんど訪れても感動します。
『ニッポン
のゼッケイを見せようじゃないか』BS－TV の絶景探訪のナレーションの一節そのものです。
◇ 雪の日本アルプスは世界に稀に見る景色だそうです。この緯度でこの高さでこれだけの雪の降る所は
地球上無いと文献で知りました。そんな豊かな自然を堪能するには訓練と学習が必要です。会員諸氏
のチャレンジする意欲を年齢・経験問わず持ち続けることで新たな生きる力がみなぎってくるのでは
ないでしょうか。
◇ 書籍紹介の項で伊藤正一さんの本を紹介しました。伊藤さんが戦後 1947 年に上高地の催しに参加し
た折、時の登山界のエリートが吐いた言葉が『えらいことになったなあ、上高地に労働者がやってき
たよ。これから山はどんどん俗化するんじゃないか』だったという。
“山は国民みんなのもの、楽しむ
もの”と考える伊藤さん。労山の発足のココロがわかるエピソードが先号で紹介した本「人と山」に
ありました。

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 horii.yasunori@rouge.plala.or.jp
ＦＡＸ 0766-25-2792
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

