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金 剛 堂 山
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山行報告
春の北ア・唐松岳――いわごしまさよ
富士写ヶ岳――ほりかわかつこ
大 辻 山――かわぶちじゅんせい

会報に載った用語解説

新緑から深緑へ。山と森が豊かな自然を見せる季節。
そして、夏山のハイシーズンを迎える準備をする時期でもあります。
そんな季節の移ろいを味わいながら準備をしましょう。

(日)

参加申込は 5 月 25 日迄でしたが、
『一人でも多くの参加者を』と
いう思いと、
『夏山に向かって今の体力を知る』企画だと思います。
※ 6 月 1 日まで延長して受け付けることにしました
959.3ｍ 入善町／朝日町

【集合・出発】7 時 00 分 薬勝寺 P
【行程】
黒部 IC

黒部川・愛本橋

明日温泉前

オコ谷峠登山口

負釣山山頂（往復）

〈L〉荒井英治
標高差 630ｍ

登り 2 時間 15 分 下り 1 時間 30 分 体力度 ★★☆☆☆ 技術度 ★★☆☆☆

帰りはバーデン明日で♨入浴します。
【参加申込】 6 月 1 日まで 岩井富雄 FAX 0766-57-8180 へ

２０１６年 クリーンハイク アピール

山からゴミをなくし、山岳自然を守る運動を、日本の社会に、世界に広げよう
日本勤労者山岳連盟は、6 月の第一日曜日を「全国いっせい清掃登山・クリーンハイクの日」として、今年
も山からゴミをなくす活動に取り組みます。1974 年に始まった全国いっせいクリーンハイクは、今年で 43 年
目を迎えます。昨年は 42 都道府県連盟が取り組み、497 の会・クラブで、総勢 8,911 人が参加し、ゴミを 8,523
㎏回収しました。総じて登山道や山域ではゴミが少ないという報告がほとんどでした。しかし、登山道入り口
の駐車場付近、観光客が訪れる場所、一般車が入る道路、一般キャンプ場、工事関係者、農業や林業従事者が
入る場所には、まだまだゴミが多いという報告もあります。
1978 年には労山趣意書が作られ、５章の「自然を守る」では、「豊かな自然は将来にわたる国民の共有財産
であり、守り育てていくことが登山者の責務である」
、また、2006 年に制定された労山の自然保憲章では、
「登
山者のモラルを高め、山からゴミを一掃し、つちかった力で多面的な自然保護活動を広げていく」と高らかに
唱っています。登山者が努力してきたゴミ清掃活動を、一般の人に、日本の社会に輪を広げていく時代になり
ました。世界的にも、山の清掃活動が積極的に進められています。世界中にクリーンハイクの輪を広げるよう、
山に来る一般の人にも、外国人にも、声をかけ呼びかけましょう。

記
1. 山にゴミを捨てず、山からゴミを持ち帰りましょう。
「お花摘み」のティッシュも必ず持ち帰りましょ
う。
2. 捨てられているゴミを見つけたら、持ち帰るようにしましょう。
3. 登山者・ハイカーだけでなく、一般旅行者、外国人登山者、にも声をかけ、ゴミの持ち帰りを呼びか
けましょう
4. すべての登山者・ハイカーが山と緑の番人・山岳自然を守る番人としての自覚を持ち、山歩きを楽し
みましょう。
2016 年 6 月
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日本勤労者山岳連盟

先号№188 会報で 6 月 19 日と誤った開催日をお
知らせしました。お詫びして訂正します。

と

き

ところ

6 月 12 日(日)
立山山麓 雑穀谷

装備は？山を歩く技術って？険しい岩場は怖い！
登山にはいろいろなリスクが潜在します。
ビギナーも自称ベテランも学びましょう。

【集合・出発】薬勝寺Ｐ 7 時 30 分
訓練場所は称名川の支流「雑穀谷」です。

過去の訓練風景

① 午前 9：00～10：30（休憩）②11：00～12：30

左・三点支持で岩場を
トラバース
下・岩のゴーロの歩き
方の練習

昼食と反省会後♨入浴して帰路へ
【参加申込】6 月 3 日まで岩井富雄 FAX0766-57-8180 へ
直接現地へ行き、①or②のみの参加も受け付けます。
申込時にその旨を記してください。
【訓練内容】
・三点支持で岩場を登・下降・トラバース（急斜面を横断）
。
・ガレ場（大小の岩の登山道）の歩き方
・危険な場所を確保して進む（シュリンゲの使い方）
・ツェルトの使い方
・その他

今年の夏山企画（7 月～9 月）は高山、岩稜があるルートが幾つかあります。また、1,000ｍ前
後の低山でも淡々とした登山道だけではありません。時には、急な登攀をすることもあります。
一度でも練習すればその経験は必ず役立ちます。全会員必須のセミナーと位置づけましょう。

南砺市旧利賀村／富山市八尾町

(日)

1,638ｍ

金剛堂山とは加賀藩の名で、富山藩では西白木峰と称し、昔から名山として知られていた。
山頂からしとやかな風衝草原の山稜と白山への山並が眼前に広がる。
前金剛から中金剛を望む

【行程】栃谷登山口より前金剛を往復
累計標高差 1,125ｍ
登り 3 時間 45 分 下り 3 時間
体力度★★★☆☆ 技術度★★☆☆☆
〈Ｌ〉背渡健治
【参加申込】6 月 10 日迄
前金剛山頂の祠

背渡健治 FAX0766-23-2446 へ
クラブでは「クリーンハイク」企画で何度か登っています
が、いずれも東俣登山道でした。
また、残雪期にも何回も登頂しています。が久しぶりの無
雪期の栃谷登山口からの登山です。
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風衝草原

【集合・出発】薬勝寺Ｐ6 時 00 分

(水)
1,596ｍ

富山市八尾町／飛騨市

稜線は牧歌的な雰囲気の風衝草原。
この時季はニッコーキスゲの群落が花
開き、多くのハイカーでにぎわう
【集合・出発】8 時 00 分 薬勝寺Ｐ
【行程】
登山口～山頂～浮島の池塘を巡る。
歩行時間 約 2 時間 30 分
体力度・技術度とも★☆☆☆☆
【参加申込】
6 月 26 日まで 岩井 FAX57-8180 へ
大長谷温泉で入浴します

穏やかな編笠山以降、岩峰が連なりアルピ二ズムを
体感しながら縦走する。
当初予定は 2 泊 3 日の計画でしたが、
上記の日程に変更しました

2524m

2715m

2899m

権現岳より赤岳と阿弥陀岳を望む

2802m

赤岳

【行程】

阿弥陀岳

１日目
観音平登山口

編笠山

青年小屋

歩行時間 4 時間
２日目
青年小屋
中岳

権現岳

阿弥陀岳

キレット小屋
行者小屋

赤岳

美濃戸口

歩行時間 9 時間
赤岳山頂で記念写真
２０１０年三島野企画

（時間と体力の判断でエスケープルート・赤岳から文三郎
尾根

2015.9 月

行者小屋）

体力度★★★★☆ 技術度★★★☆☆
〈Ｌ〉的場邦夫
【費用】15,000 円～17,000 円
【参加申込】７月７日まで 堀井 FAX0766-25-2792 へ
【装備】無雪期の通常の装備
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山
山行
行報
報告
告
春の北アルプス
唐松岳山頂にて 後方は剱岳と立山連峰
前列左から高井・岩越・加藤 後列左から堀井・岩井・的場

メンバー：
〈Ｌ〉堀井泰則、岩井富雄、

富山県黒部市
/長野県白馬村

的場邦夫、岩越理代、

2,696.4ｍ

加藤日出子、高井増美

［行動記録］
● １日目
八方スキー場ゴンドラ乗り場 8：

薬勝寺Ｐ5：50
20～8：50

（ゴンドラ・リフト乗継）

八方池山荘 9：15 着・9：55 発

八方池 11：00

下の樺 11：20（昼食＆アイゼン装着）11：55
丸山ケルン 13：20
● 2 日目

頂上山荘 14：20

頂上山荘に滞留

● 3 日目
唐松岳山頂を往復 6：45～7：45
山荘出発 8：00

下の樺 9：20（アイゼン脱ぐ）

八方池山荘 10：42～11：10（リフト・ゴンドラ）
ゴンドラ乗り場 11：30
八方の湯♨

昼食後帰路へ

薬勝寺Ｐ16：00

高 井：
「北アルプス春山」…初めての挑戦。春山から冬山へ気象が一変。大自然の厳しさ（2 日目）と優しさ（3
日目）を体験しました。Ｌと男性陣の判断力と指導力に感銘し、小屋に滞留した翌日に唐松岳山頂は感
動で熱い思いがこみ上げてきました。来年も春山に行くことを決意！

ありがとう！ありがとう！！

加 藤：笠雲が…。瞬く間に風雪に吹き飛ばされそうになるほどの悪天候となり（体感温度－10℃？）ピッケル
とアイゼンの装備で山荘に無事到着しました。翌日、ホワイトアウトと強風にもかかわらず、宿泊者の
約 7 割が無謀にも下山する中、〈Ｌ〉の「連泊する」の決断で、翌朝、唐松岳に登頂できました。山頂
からの素晴らしい北アルプスの眺望は最高でした。

岩 井：出発した時は晴天でアルプスの峰々を見ながらの行動だった
が、山小屋直前での天候の急変にはビックリしました。連泊
したおかげで唐松岳頂上に立てたこと。そこからの素晴らし
い景観に感動しました。山は、午後から天候が悪くなること
が多い。早く出発し、早く目的地に到着することが大切であ
ると痛感しました。

的 場：苦手なゴンドラ・リフトの離陸の恐怖を乗り越え登山口に着
いたが、期待した雪は無くガッカリだったが、天気が素晴ら
しく鹿島槍ヶ岳・五龍岳・白馬三山が白く輝き綺麗でした。
雪に埋まった八方池を越え下の樺でようやくアイゼンをつ
けた。山荘までの約 40 分の行程は天候が急変し、雪混じり
の強風が体に叩きつけてきた。何とか山荘にたどり着きホッ
とした。翌日は強風と吹雪のため小屋に留まり停滞したが、
翌々日は天候が穏やかになって見晴らしも良くなった。白く
雪が覆った唐松岳山頂に立てて感動！Ｌとパーテェーワー
クに感謝！

堀 井：天候の急変のための「小屋の連泊」は初体験。3 日目の山頂
からの白い峰々の大展望は、私の登山史上に残る感動を与え
てくれました。
そして“何よりみんなが無事下山”が最高！
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上・白馬三山を見ながら
八方尾根を登る（1 日目）
下・唐松岳山頂へ（3 日目）

春の山は厳しく、
、激しく、美しかった

唐 松 岳
岩越理代

４月 30 日 A.M.５時、温計は 4℃。放射冷却？いい天気？
射冷却？いい天気？ これから起こる事など想像もつか
ない何とも平和な GW の朝だった。現地の駐車場にもすんなりと入れたし
現地の駐車場にもすんなりと入れたし、チケットも並ばずに
購入できたし、八方尾根スキー場からゴンドラとリフトで
尾根スキー場からゴンドラとリフトで一気に高度を上げて、あっという間に
八方池山荘に到着。予定より早い、時間はあるからゆっくり登ろう、
八方池山荘に到着。予定より早い、時間はあるからゆっくり登ろう、この時は皆そう思ってい
た。
風は冷たく、これではすぐに耳が痛くなりそうだ
、これではすぐに耳が痛くなりそうだ。これからに備えて衣服を調節し、まずは雪
のない登山道を歩き始めた。実は３月に少々体調を崩し
実は３月に少々体調を崩し、今日のために体調を整えてきた。そ
れでも何となく心配で、特に序盤は無理をしないようにし
無理をしないようにした。さて、そうこうするうちにもう第３ケルン、
第３ケルン、八方池はまだ雪の下。風
は徐々に強くなり、手袋をつけていても指先が
指先がスーッと冷えてくる。風に「甘くはないぞ」と言われているような気がした。吹き飛
てくる。風に「甘くはないぞ」と言われているような気がした。吹き飛
ばされないように注意しながらの手袋や服の脱着
ばされないように注意しながらの手袋や服の脱着に気を張り、あまり周りの風景を楽しめてはい
周りの風景を楽しめてはいなかった。下の樺で風を避け
て急ぎ昼食をとり、アイゼンを装着。雪質や足運びを確認し
雪質や足運びを確認しながら雪上歩行を開始。暫く休憩し
暫く休憩したからか、アイゼンが重いから
か、さっきより一歩に時間を要するようになった
ようになった。
もしやこれを運んできたのは、朝
上の樺を過ぎ、空模様が何やら怪しい。もしやこれを運んできたのは、
見た笠雲らしきものか？ 心配になったが、丸山を通過し
ったが、丸山を通過しもうひと越えだ！
と小屋を目指した。痩せ尾根に出ると風がこれでもか
風がこれでもかと言わんばかりに体
当たりを繰りかえし、とどめの地吹雪で雪が顔を刺す
当たりを繰りかえし、とどめの地吹雪で雪が顔を刺す。とにかくしっかりと歩
くことに意識を集中し、全身でバランスをとりながら確実な一歩を続けた
全身でバランスをとりながら確実な一歩を続けた。私
のザックは自分のものを詰めてくるので精一杯だったが、リーダーはじめ男
性の皆さんのザックには緊急時対策用品の他に嗜好品など様々物
用品の他に嗜好品など様々物が入っ
ており、とにかく Big! 風の影響を受けて大変そうだった。（皆様、小屋では
お裾分けをありがとうございました。）
抜けると、平坦な場所に出た。緑のロープがあることから登山道らしいのだが、辺りは完全なホワ
抜けると、平坦な場所に出た。緑のロープがあることから登山道らしいのだが、辺りは
小屋手前の岩場を脇から抜けると、平坦な場所に出た。緑のロープがあることから登山道らしいのだが、辺りは
イトアウト。しかし、ロープから離れずに僅かに
僅かに進むと「小屋 見えたぞ！」の声・・・・・・・・安堵した。
安堵した。
小屋着してもすぐには休めない。当然ながらアイゼンは
小屋着してもすぐには休めない。当然ながらアイゼンは屋外で力の入らない手を使ってよろけながら
よろけながらはずし、やっとのことで
荷物を所定の場所に片付けた。部屋や廊下に
荷物を所定の場所に片付けた。部屋や廊下に暖房はなく、ありったけの服を着込んで談話室にて暖をとった。
談話室にて暖をとった。後になってメン
バーと話していたのだが、歩行に集中していたせいか、荷物の重さは忘れていた
歩行に集中していたせいか、荷物の重さは忘れていた。それにしても
それにしてもホワイトアウトは本当に怖かっ
た。あんなに近くの小屋が見えないなんて。一旦ロープから離れそうになったが
小屋が見えないなんて。一旦ロープから離れそうになったが、あえて戻ったことが
戻ったことが幸いだった。さあ、風は強
くなるばかりだし、とにかく疲れをとろう。初日
初日は６人並んで早々に就寝。さて、明日のお天気は如何かしら
如何かしら？
期待はしていなかったが当然良いわけが
当然良いわけがなく、むしろ昨日より強烈だった。朝食後部屋からチェックアウトし
部屋からチェックアウトし、客は皆談話室
に集合し、下山するか否かの話し合いが続いた。一旦下山を決行するも
、下山するか否かの話し合いが続いた。一旦下山を決行するも、外で吹き飛ばされ小屋へ戻った客も少なくなかった。
小屋へ戻った客も少なくなかった。
我が三島野も午前中は悩んだが、ゴンドラやリフトさえ運休
やリフトさえ運休となり、リーダーは小屋連泊と決定した
した。実は自宅で荷物を作りな
がら夫に「私に何かあったら子どもたちを頼みます」と軽く言っていたのを思い出していた。考えてみれば妙にリアルな事を言っ
何かあったら子どもたちを頼みます」と軽く言っていたのを思い出していた。考えてみれば妙にリアルな事を言っ
たものだ。それだけに連泊となったことで正直ほっとしていた
連泊となったことで正直ほっとしていた。職場に連絡を入れ、家族とはスマホ
スマホで連絡を取りあうと、この天
候により北アルプスで遭難があったと知った。下山された方の無事を祈らずにはいられなかった。
候により北アルプスで遭難があったと知った。下山された方の無事を祈らずにはいられなかった。夕方になり吹雪で窓ガラス
に張り付いていた雪が落ち始めた。気温が多少上がったせいか
ち始めた。気温が多少上がったせいか自重で落ちたのか。何れにしても外に長くいられないことに
自重で落ちたのか。何れにしても外に長くいられないことに変
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わりはなかった。当然、こんな時には「飲むかー！」となったのだが、連泊のため止むを得ずの（M 氏曰く）金力低下となり、ほ
ろ酔いで終了。
翌朝、やっと天候が回復し、ようやく唐松岳がその姿を現した。リーダーから「６時にピッケル持って集合！」と声がかかり、も
う嬉しくて仕方がなかった。登山道は辺り一面エビの尻尾で、薄く氷をまとった岩は緑色に光っていた。山頂に到着し、メンバー
皆でハイタッチをして歓声をあげた。澄んだ冷たい空気や風に舞い上がるパウダースノー。そしてため息が出るほど美しい大
パノラマ。もう目の前にある景色全てを目に焼き付けるのに夢中だった。本当に（追加出費➕談話していただけだが）我慢した
甲斐があった。
下山を開始直後、小屋を出てすぐのところにある大岩の脇には、ザイルが結
んであった。昨日吹雪の中を下山する客のためにトレースを付けに行った小屋
の支配人が結んだとか。心遣いが本当にありがたいと思った。
高度が下がるにつれ雪が緩み、踏み抜きが増えてきた。ふと、行手に数人が
並んで何かを見ている。近づくと、なんと雷鳥。もうひとつご褒美をもらった気分
になった。下の樺を過ぎたところでアイゼンやアウター上下も片付け、岩に注
意しながら八方池山荘へ到着。パラグライダーと同じ高さからリフトとゴンドラを
乗り継ぎあっという間に下界へスーイ。夫に無事下山の連絡を入れた。八方の
湯で入浴後、ちょっと遅めの昼食をとることになり、リーダーイチオシの大黒食堂でソースカツ丼をペロリ。安心したのか満腹だ
からか、帰路はとにかく居眠り三昧だった。帰宅して片付けている時も、夢を見ていたような不思議な感じだった。同じ富山県
に居たとはいえ、さっきまで氷点下の場所でピッケルを持っていた私が夕方半袖姿でアイゼンを洗っているのだから無理もな
いか。
今こうして感想文を書いていると、本当に色々なことが思い出される。私の体をいとも簡単に揺り動かした風の音や威力、形
のあるものを削り落とすかのような地吹雪、アイゼンから伝わる雪や岩の感覚、風速で急変する体感温度やホワイトアウトの
恐怖感・・・。
自然を体感する貴重な機会をいただきました。リーダー、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。

当初予定は 4/29～30 でしたが、天気予報を見て一日ずらして 4/30 出発した。が、天候の急
な悪化で一日山小屋に滞留し、二泊三日の山行日程になった。滞留した日は一日中強風と地
吹雪が吹き荒れていた。
「安全・無事に下山する」がすべてに優先するとして日程を変更しま
した。

ＧＷの山岳遭難

（堀井）

２１人死亡、４人不明

警察庁は、ゴールデンウィーク期間（4/29～5/8）の山岳遭難の死者は昨年連休より３人少ない２
１人、行方不明は２人多い４人だったと発表した。
遭難事故は１０件減って１６３件、遭難者は１２人減って１９６人で、約５割にあたる９５人は６
０才以上だった。けが人は２８人少ない６３人だった。
死者・行方不明者が出たのは１３都県。最も死者が多かったのは新潟の５人、続いて秋田、富山、
長野が３人だった。
遭難事故の約８割は日程やメンバーなどを記した登山計画書を届けていなかった。（共同通信）
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石川県加賀市山中

(火・祝)

941ｍ

メンバー：
〈Ｌ〉背渡健治、伊勢治雄、小坪哲彦、林 憲彦、松田光恵、的場邦夫、
甲かほる、竹内啓子、藤井洋子、堀川克子、松田理恵子、（会員外）
【行程記録】
薬勝寺Ｐ

7：00

登山口

8：45～9：00

5 回の小休憩
富士写ケ岳頂上 11：35
深田久弥の碑 11：50
昼食

～12：30

3 回の小休憩
登山口

14：45

山中温泉で♨入浴後帰路に着き
薬勝寺Ｐ18：00

甲 か：シャクナゲは期待はずれでしたが、新緑のブナ林の中を歩きながらたくさん元気をもらいました。
今年初めての山行でしたが、たくさんの仲間に会えて嬉しくなりました。いつも元気で参加できるよ
うに日頃の体力づくりもがんばろう。今日は 14,000 歩。

松田理：新緑が美しく、風は強くとも気持ちの良い山行でした。コシアブラやワラビ、ゼンマイなどの山菜の
話に盛り上がり、スキーの話も楽しく、これからのクラブのいろいろな取り組みがますます楽しみに
なってきました。お目当てのシャクナゲは“時すでに遅し！”でしたが、残って咲く花を見つけるた
びに「あった、あった」と盛り上がりました。来年も登りたいなぁと思う楽しい山行でした。

松田光：登山口に架かる真っ赤なつり橋を、下の碧いダム湖を見ながら渡る。別世界へ踏み込む気分でスター
トした。急登が続き暑苦しく思いながらもシャクナゲの“花園”を期待しながら登る。道中シャクナゲ
の花はまばらだったが、ブナ林の広がりは見事なものでした。山頂での白山の展望も素晴らしかった。
稀に見る強風も、今思えば爽やかなもの。次回はシャクナゲの最盛期に登りたいものだ。

的 場：期待したシャクナゲの花の見ごろは 1 週間前だったとか…。咲いている花はまばらでしたが、ブナ林の
芽吹きの中の登山道は気持ちが良かった。ありがとう！

背 渡：今年の富士写ヶ岳は最悪！花は無しで強風に見舞われた。でも、ブナの新緑がそんな心を救ってくれた。
今年まだ山歩きしていない人は、参加を！

林 ：予想された雨には遭わなかったが、強風に悩まされました。
期待したシャクナゲはすでに終わりで残念でした。体力の衰
えを心配していましたが、無事登り終えることができまし
た。
〈Ｌ〉とパーテェーに感謝！

藤 井：向かう車窓から見た満開の藤に感激。いざ山へ、ミズナラ、
ブナの新緑にエネルギーをもらい、頂上付近のうなる強風に
びっくり。山中温泉の女性だけの菊湯にまったり。仲間とワ
イワイガヤガヤ楽しい一日でした。

伊 勢：強風下、「花の終焉は哀れ…」の状態だった。来年はきっとた
くさんの花芽をつけてくれることを期待して下山した。
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小 坪：期待したシャクナゲは例年よりも 10 日早く咲き、満開は過ぎたとのことでシャクナゲのトンネルロー
ドを歩くことは叶いませんでしたが、久しぶりに山中温泉「総湯」に浸ることができ、気分さっぱり満
足できた一日でした。

竹 内：こんな強く吹く風ってはじめて。この風のお蔭で木々を震わせる音が聞け、青い空を仰ぐことができま
した。そして、涼しくとても歩きやすかったです。シャクナゲの花に会うのは来年に期待しましょう。

高 安：飛び入りの参加でしたが、温かく仲間に入れていただきました。いろいろアドバイスいただいた〈Ｌ〉
背渡さんはじめクラブの皆さんには心より感謝いたします。登山中は着いて行くのに必死でしたが、
薄桃色の石楠花、見事なウワズミザクラはしっかりと思い出に残り、久しぶりの筋肉痛は心地良い
ものでした。本当にありがとうございました。
ウワズミザクラ

（上溝桜）

新緑のブナ林

シャクナゲと

山中温泉総湯・菊の湯

花の富士写ヶ岳

～想像の翼を広げて～
堀川 克子

昨年一年間は、右足の怪我で全くのブランク。それ以前からも体力度、技術度ともに、★一つ程度の心もとな
い状態。そんな私が、温かく導いてくださる三島野メンバーに全幅の信頼を寄せて、再チャレンジの一歩をと思
い、今回の企画に参加させていただいた。
連休後半の３日、朝７時、北陸一帯は強風注意の気象予報の中、石川県山中町へ向け同乗させていただくうち
に、次第に気分が高まっていく。「雨具の心配がないのは、何よりの気象コンディション」と、一行 12 人が身
支度をすると、早くも夏の花、シャガが出迎えてくれていた。
歩き始めの３０分は、足首や膝、全身に伺いを立てながら歩いた。早くも汗が噴き出してきたが、最初の水分
補給までの間は、リーダーの心配りや声かけが心強く、道傍のユキザサやチゴユリにも励まされながら、何とか
行けそうだと思った。その後は、急登を繰り返すたびに、登り方の基礎、基本を教えてもらったが、一つの登坂
を終えては、「まだまだ」と息を整えなければならなかった。（ベテランには、足慣らしの山なのだろう）
それでも、周囲の樹林が様相を変え始め、若葉色のミズナラ、ブナの樹林帯に分け入った頃には、フィドンチ
ッド一杯のシャワーを浴び、また元気が出た。雪解けが遅かったのかなと思しき所には、まだ春の花が咲いてい
るが、日当たりのよい所では、夏の花が咲き始めているようだ。（春の花、イワウチワ、ミツバツツジ、ウワミ
ズサクラ、夏の花、ホオ、ミヤマシキミ等）
やがて樹高が低くなり始める辺りからいよいよ、今回のハイライト、ホンドシャクナゲ帯に入る。今を盛りに
咲き誇る花、過ぎた花、落ちた花、思わず皆々それぞれに声を上げる。「初めて見た、きれい」「すでに遅し。
残念！」「名残りだけでも見事！想像の翼を広げれば（一昨年の朝ドラ「花子とアン」のセリフ）」。深田久弥
の愛した光景を初めて目にして、本当に連れてきてもらってよかったと思った。
到着予定時間前に山頂についたが、そこは吹きっさらしで、「風の又三郎」の世界。ドッドド、ドドーッド！
ドッドド、ドドーッド！強風で長居ができない。三角点を確認し、記念写真の後は、前山へ。ここでも強風は恐
怖と、早々に弁当を広げられる場所まで下りて、待ちに待った昼食をいただく。汗ばんだ身にさわやかで清々し
いひと時を味わいながら、下山エネルギーを蓄える。
下山は元来た道を辿るコースだが、ここでもリーダーからできるだけ足への負担を減らす方法を教えてもらっ
た。それでも、標高が下がるにつれて、急坂を下る足が次第に痛み出し、トラブルに見舞われ始めた。３年前、
大日岳で学んだ「塩」がこの時に役立った。
やがて赤い釣り橋が眼下に近づいてきたことでピークに達した疲れが和らぎ、安堵感に浸ろうとした。が、ま
だ、早かった。最後に渡った吊り橋で強烈な強風パンチを数発浴びるというおまけが残っていた。
最後に、リーダー始め、メンバーの温かい配慮により、無事温泉に浸かり帰路に着けたことに深く感謝したい。
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(日)

メンバー：
〈Ｌ〉堀井泰則、伊勢治雄、川渕順正、小坪哲彦、
林 憲彦、的場邦夫、岩越理代、宮本久子
【行程記録】
長尾峠 8：55

薬勝寺Ｐ7：30
長尾山 9：10

奥長尾山 9：40

北尾根分岐 10：45
50

頂上 11：05（昼食）11：

ブナ広場（標識 5）12：35

山 12：55

奥長尾

登山口 13：25

ホテル森の風立山で♨入浴後、帰路へ
薬勝寺Ｐ16：20

宮 本：若葉のブナ林のなか、清々しい気持ちで登りました。前に登った時、こんな木の根が多く張っていたか
しら？気を引き締めて一歩一歩登りました。

伊 勢：なかなか変化に富んだ登山道。あまり使わない筋肉のトレーニングになったかな？かなりの山ガールや
家族連れに会いました。花は少なかったが、ブナ林の新緑は抜群。この眺めを切り取って持ち帰りた
かった。楽しい山行でした。

小 坪：今回は最も整備が行き届いた「本道ルート」のピストンでしたが、登山道脇に今まで見たこともない巨
木から実生の幼木のコシアブラが多く、山菜好きのメンバーにとって“大発見”の山行でした。

的 場：天候に恵まれ、風もそよ風。新緑が気持ちよく、木漏れ日でその新緑がいっそう映えていました。スス
タケも採りころ、食べころでした。皆さん山へ行こう！

岩 越：唐松岳の時と違って体がとても軽く快調に歩けました。荷が軽かったからかな？ちょっと霞んで見えた
立山連峰がきれいでした。

林 ：何年前に登ったか…わからないくらいの久しぶりの大辻山でした。あの時は早春でずーっと雪の上だ
ったことを思い出しながらの登山でした。山頂からの展望は黄砂のためかスッキリせず残念。

堀 井：10 年くらいぶりの大辻山でしたが、結構急登もあるイメージ通りの登山道で、ほどほど登り応えがあ
り、整備もされていい山でした。山頂からの展望も鍬崎山、弥陀ヶ原、立山、称名滝とハンノキ滝な
ど期待どおりでした。

大辻山 山行記

川渕順正

季節は 5 月。北陸では田植えが最盛期を迎え、水田に早苗が植えられていきます。また里山では若葉が
萌え出して、新緑の季節を迎え、野山のあらゆるものに生気がよみがえります。
ここに大辻山の山行企画が打ち出されれば、だれしも参加したくなるのは請け合い。締め切り後の遅い
申し込みだったので、参加者多数の為お断りかと思いきや、三日前にリーダーからの計画書が届き一安心。
開封後真っ先に見たのが任務とメンバー。おや！又「感想文」担当？4 回の山行で 2 回目。それはないで
しょうと見回すと、ほとんどが私より年上の先輩方。自分は私生活では爺でも、三島野 SC では壮年（若
しくは青年？無理か）に見做されるから有り難い。ここはひとつ「長幼の序」を重んじつつ参加する。
集合場には一足早くを心掛けたら、40 分以上も前に着いてしまい、誰もいない（アッタリマエダ！）。
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集まったのは 10 分前あたり。8 名の参加で皆さん和気あいあい。新参者の私は半分以上初対面。気を取り戻
してワンボックス車に全員乗り込む（もし参加 9 名だったらトランクルームは必至かも？）。
途中休憩は「あるぺん村」
。各自用足し後、なぜか皆さん集まるのは山菜販売所。ここで目にしたのは今が旬
の「コシアブラ」と「ススダケ」。ススダケは 1 本 80 円。
「結構いい値段してるね、山にはどっだけでもある。
山男なら自分で採らんにゃ」と、売値を酷評。皆、これを目にしたのがいけなかった。
大辻山の登山口に着いた。駐車場には何台も先客が…。天気がいいのでやや暑い。
準備万端登山開始。少し登っていくと、樹木に大辻山①の標識が、さらに登ると②
の標識が、この登山道にはこのあと⑪まで標識が続き、山頂まで番号をたどる楽し
みがある。地図を見ると登山道は主に尾根伝い。道は乾いており、所々に樹木の根
が交錯して階段状になって、むしろ登りやすい。だが両側は高木が林立し展望は、
ままならない。山の新緑はどこも目に優しい色で、時々爽やかな風が吹き快い。ま
た、鳥のさえずりや木の葉の囁くような音が心をリラックスさせてくれる。しかし
なぜか前方行く先輩方からざわめきが…。[何事かと俯瞰してみる] コシアブラの
木が道沿いにたくさん生えていると…。そのうち大木もあった。すごいすごい。だ
がいずれの木からも、手ごろな新芽は見つからず、採取はなかなか困難。
次に目が向かうのがススダケ。なにせ展望がひらけてないので、おのずと目は山道脇の笹むらに向く。誰も
が目を皿のようにしてあさる。が、こういうときは何故か、なかなか見つからないもの。たまに見つけても稈
の短い痩せたものばかり。これじゃ 10 円にも値しない。80 円同等品を探そうとだんだん目が血走っている。
頭にこびりついたあの値札。あーあ、実利に目聡いのが山男なの？
ロープのついている急斜面に来た。ここを登れば北尾根との分岐点に出る。そして山頂へ。

・5 月 14 日（土）10 時から
・小杉駅南 クワトロブーム
〔参加者〕岩越理代、甲 厚子、甲かほる
藤井洋子、長谷部節子、松田理恵子、宮本久子

◆労山女性部会よりお知らせ◆
H28/10/９〜10 日に東日本女性交流登山（参加人数 150 名程度の予定）が富山県で開催される。
（以前の北信越交流登山は、白山登山に 100 名程度が参加した）三島野 SC は女性部会には参加し
てこなかったが、今後は是非参加をお願いしたい。詳細は未定だが、宿泊場所は、立山青少年自然
の家。全体集会・文化会・交流登山を行う予定。富山県での開催であり、レセプションの手伝い等
をお願いすることになるそう、後日会報にて詳細をお知らせする。

◆おもな話題◆
○ 堀井氏から女性の山登りについての資料が配付され話
が弾んた。
○ 体力や筋力低下の悩み
山筋体操を続けるポイントは、とにかく朝にやってしま
う（夕は忙しく時間がなくなる）
毎日の体操を続けることで、膝の痛みが軽減した経験者
あり。
登山時に使う筋肉で特に下山時に威力を発揮する大腿四
頭筋を鍛えることが大切。
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○ 登山中の事故
あと少しで下山が終了というところでの滑落、ほんの少しの油断や脚を挙げたつもりが疲
れから高さが足らずにつまずくといった事故が下山時に多い傾向があることが知られている。
○ 女性は登山の準備や事前の家事で疲れてしまうことがあるよう。また、遠足前日のように気持
ちが高ぶり、緊張で眠れないことも登山中のバテ原因の一つ。
○ モチベーションアップのために
他人任せにせず、下調べを。下山後にも記録をしておくことで次回に活かせる。
○ 本格的な登山を始めたが、グッズ選びやパッキングについてみんなはどうしているの？
行動食や水分補給についても、もっといろいろなやり方を聞いてみたい。
○ 参加できる企画について
年々参加者が減少している傾向が見られるため、参加できる企画を考える必要がある。
キノコ狩りや山菜採り、ゴンドラやロープウェイなどを使って一気に標高を上げる方法も使っ
てみてはどうか。
○ テント泊をやってみたい。
（雷鳥沢など）
以上、お菓子をつまみながら話が弾みました。
感想
私個人的にはテント泊がやりたいですねえ。実はテントは持っているけれど、使うことがなくって。
持っている人手をあげて！ テントから顔を出して、夜の星空観察会でもしませんか？
以上 岩越 記
三島野スポーツクラブの現在の女性会員は 41 名中 19 名
（女性 2 名入会予定）
で男女構成は「半々」
です。昨年の山行企画参加総数は 26 企画で 259 人でしたが、女性会員の参加は 97 人（37.5％）
でした。女性が「山に出かける」ためには男性にはないいろいろな苦労があるでしょう。家族の食
事や家事のあれこれをこなさなければならないなど。
そんな苦労を克服するエネルギーは“山への想い”だろうと思います。ひとつ一つの山行の感動
や峰に立った喜びを重ね、交流することによって膨らませることができるのではないでしょうか。
登山に限らず、いろいろな分野で『女が元気』な活動団体は活気があるようです。
男も負けずにより元気に。そして、豊かな活動を展開できる三島野スポーツクラブにしましょう。
（女子会に参加して ほりい）

岩井富雄代表が街頭でインタビュ

ーをうけ、その記事が富山新聞に載り

ましたので紹介します。

設問は

① 環 境 保 全 に 向 け た 日 々の 活 動 を 教

えてください

②自然、環境…富山が世界に自慢でき

るものは？

③未来の地球を描いてください。

大切なことは？
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◆ 6／12 の「登山セミナー」に参加し、三点支持の登り・下り・
急斜面のトラバースなどを体験学習しましょう。
◆ 体力・筋力アップのトレーニングを継続して行いましょう。今
からでも間に合います。
◆ 企画されている山・コースについて、地図やガイドブック、イ
ンターネットなどで事前に調べ、予備知識を持ちましょう。

７月 30 日(土）～31 日(日)

白馬岳～白馬大池～白馬乗鞍岳
大雪渓を登るとお花畑が広がり、
山頂から北アルプス北部の連なる峰々が一望

8 月 6 日(土）～8 日(月)

針ノ木岳・蓮華岳～赤沢岳～爺ヶ岳
立山の黒部湖を挟んだ向かいに連なる後立山の稜線を縦走
二泊することでゆっくりの山稜歩きを楽しむ

8 月 11 日(木‣山の日)

唐 松 岳

（注：✭は★の１/2）

山頂をめざす★★★✭☆と丸山ケルンまで★★☆☆☆の２
企画を実施し、より多くの会員が参加できるようにします。

8 月 26 日(金）～28 日(月)

穂高連峰縦走
北穂高岳―涸沢岳―奥穂高岳―前穂高岳の北アの岩稜 3,000ｍ
峰を踏破するアルピニズムあふれる企画。当クラブで 2006 年と 2007
年に実施以来 9 年ぶりとなる。

9 月 4 日(日)

僧ヶ岳
山頂までの最短ルート烏帽子尾根から登ります

9 月 24 日(土)～25 日(日)

北ア・朝日岳
紅葉しはじめた夕日ヶ原となだらかな稜線を描く朝日岳。眼下に
新川平野、振り返れば雪倉岳と白馬岳が…。そして、朝日小屋の
支配人ゆかりさんの“おもてなし”でゆったり山の一夜を！
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女性が野山で（トイレのない場所で）

会報に載った登山用語の解説

▼お花摘み

用を足すこと。その姿が高山植物を摘んでいるよう

山の一 方の ルー トか ら別 のル ート

に見えるため。男性は「雉打ち」という。

▼トラバース

に横断する事。縦走炉で頂上へ行かず山腹を横切る

大小 の 岩石 が大 量 に斜 面を 埋 めて いた

こと。岩壁などで横（水平）方向に移動すること。

▼ガ レ場

り、岩の間を砂礫が埋めている場所。崩れやすく歩

軽 量簡 易 テン ト 。非 常 用テ ント 。ツ

行には注意が必要。

▼ツェルト

山 頂や 尾 根筋 に ある 風 の強 い地 帯。

ッェルトザックが正しい呼称。

▼風衝草原

地面は砂礫地になっていることが多く、高い木が育

より高く より困 難を求 めるス ポ

ちにくく小低木やササなどが地表を覆っている。

▼アルピニズム

ーツとしての登山。岩壁や氷壁の登攀を中心とした

登山。近年、スポーツ性を求める登山という意味で

濃霧や吹雪のため視界がきか

使うことに変わってきている一面がある。

▼ホワイトアウト

雪や 氷の 斜面 を投 降する 時に、 滑り

なくなる状態。

▼アイゼン

一言でいえば『森林の香り』
。

止めのために靴に装着する鋼鉄爪月金具。

▼フィドンチッド

森林浴効果をもたらすのがフィドンチッド。
『森林

の精気』ともいえる。

三島野スポーツクラブ運営役員
任務分担

氏

名

住

TEL

所

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

6 月世話人会は 7 日(火)と 21 日（火）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）

◇ これからが登山・ハイキングの格好のシーズンになってきます。安全に楽しく森を歩き、峰に立って
「景色に感動」
「がんばった自分をほめたい」ですね。そのための一助となればと『登山セミナー』が
企画されています。こぞって参加を！
◇ 今年もクリーンハイクを実施します。豊かな自然を汚さず“自然のままに後世に残していく”という
あたりまえのことを、全国労山は「特別に企画」する意義をアピールから読み取り、多くの参加を！
◇ 企画満載となりました。特に「北アルプス企画」はスゴイと思います。全部参加したい！が…金と時
間という制約があります。みなさん！一つ以上参加しましょう。これまでからワンランクアップする
自分づくりです。
◇ ＧＷのアルプスの天候急変は多くの遭難事故が発生しました。わが三島野の「唐松岳」も例外ではな
かった。が、荒天をやりすごして耐えた一日の滞留は、感動と経験を参加者に与えたようです。また、
富士写ヶ岳も強風に遭ったとか。春は冬と夏の間にあるから時にはそのどちらかに遭遇するのかもし
れませんね。

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
ネットで会報の閲覧ができます。〔三島野スポーツクラブ〕を検索し、〔会報〕をクリック
するとこれまでの発行済みの会報が全頁カラーで見ることができます。
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