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唐 松 岳

小木

清 画

夏山ハイシーズン。北アルプスに足を踏み入れ、その魅力を満喫しましょう！
そして、その名残を惜しむかのように喧騒から解き放たれた山に戻る季節に移り変ります。
8／6～8 夏山アルペン企画 第 3 弾 後立山縦走
〔針ノ木岳から爺ヶ岳〕は 7 月 26 日に参加申し込みは
締め切りました。

（木・祝）日帰り
2,696ｍ

【集合・出発】薬勝寺Ｐ5 時 00 分
【行 程】
◆A プラン

唐松岳山頂を往復

標高差 900ｍ 体力度★★★★☆ 技術度★★☆☆☆
歩行時間 登り 4 時間 30 分 下り 3 時間
〈Ｌ〉背渡健治
◆Ｂプラン 丸山ケルン(2430ｍ)まで往復
標高差 650ｍ 体力度★★☆☆☆ 技術度★☆☆☆☆
歩行時間 登り 3 時間 下り 2 時間
〈Ｌ〉堀井泰則
【参加申込】８月３日までに変更しまし、多くの会員の
参加されるようにしました
※A プランは背渡健治 FAX 23-2446 へ
※B プランは堀井泰則 FAX 25-2792 へ
八方尾根の八方池まで一緒に行動します。
帰路は〔A プラン〕〔Ｂプラン〕別行動となります。

雲の平と水晶岳

自主企画の案内

(月)

(土)

北アルプスの最深部・黒部源流の魅力の
すべてを満喫する贅沢な山旅を企画。
雲の平

高天原

水晶岳

鷲羽岳

三俣蓮華岳

黒部五郎岳

※ 参加申込・問合せ：8 月 5 日まで 岩井富雄へ 57-8180
※ 費用 45,000 円（山小屋 4 泊）

※ 体力度★★★★☆ 技術度★★★☆☆
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太郎兵衛平

(金)

3106ｍ

(日)

3103ｍ

【行程】 （歩行時間）
一日目：上高地

涸沢小屋 （6 時間 30 分）

北穂高岳

涸沢岳

奥穂高岳山荘

（7 時間）
三日目：奥穂高岳山荘
前穂高岳

3090ｍ

登山する誰もが憧れるコースです。

横尾

二日目：涸沢小屋

3190ｍ

つも登りきった達成感。
その峰に立って眺める大自然は、あた

奥穂高岳 （吊尾根）

岳沢

険しい 3,000ｍの岩稜を三点支持で幾

らしい自分の再発見になるでしょう。

上高地 （8 時間 30 分）

2007 年

奥穂高岳にて（三島野企画）

体力度★★★★☆ 技術度★★★★✭
〈Ｌ〉堀井泰則
※剱岳別山尾根、八ヶ岳・赤岳、阿弥陀岳の経験者であ
れば可。
※事前訓練山行として「日帰り・西穂高岳」を実施しま
す。希望者はできるだけ参加してください。
涸沢小屋と北穂高岳

（別項を参照）
【費用】25,000 円
【装備】無雪期の通常装備。2 日目と 3 日目の昼食弁当が山
小屋で準備できます。（1000 円）
【参加申込と問合せ】8 月 17 日まで 堀井泰則へ
FAX25-2792 or SMS 090-1314-6394

穂高縦走のための自主企画

(火)

2909ｍ

新穂高温泉からロープウェーで 2156ｍへ。西穂山荘を経て西穂独摽 2701ｍそして西穂高岳山頂。
標高差 800ｍ 山頂まで大小 13 のピークがあり岩稜登山を日帰りで経験する山として最適です。
登り 4 時間 30 分

下り 3 時間

このコースを歩き切ることができれば、穂高縦走の体力と技術は裏付けされたと判断できます。
迷っている人は挑戦してみてください。また、穂高縦走の参加・不参加を問わず受け付けます。
【集合・出発】5 時 00 分 薬勝寺Ｐ 〈Ｌ〉堀井泰則
【行程】西穂高口

西穂山荘

独摽

ピラミッドピーク

西穂高岳を往復 （途中でも 13 時で引き返します）
【費用】3500 円（ﾛｰﾌﾟｳｪｰ、交通費、他）
【参加申込】8 月 10 日まで堀井泰則へ
FAX 25-2792 or 090-1314-6394 へ
3

2010 年

労山県連交流登山で

（日）
1855.4ｍ 黒部市（旧宇奈月町）
【集合・出発】6 時 00 分 薬勝寺Ｐ
【行程】
黒部ＩＣ
8：00

第三登山口 1043ｍ

宇奈月から僧ヶ岳林道
烏帽子コース合流 9：45

僧ヶ岳 11：30（昼食）12：15
前僧ヶ岳 13：00
標高差 928ｍ

前僧ヶ岳 10：45
同じコースを下る

合流点 14：00

春から初夏の雪解け時に、虚無僧や
馬などの雪絵が現れることから、僧馬
岳、仏ヶ岳などの別称があった。県東
部の魚津市と旧黒部市からは、東の方
向に毛勝三山と並ぶ僧ヶ岳の巨大な
山容を望むことになる。かつてこの地
域の住民は、この山に安置された仏を
拝み、また雪絵を目安に田植えなどの
農作業の時期を決めていた。

登山口 15：15

体力度★★★☆☆ 技術度★★☆☆☆

〈Ｌ〉岩井富雄
【参加申込】8 月 25 日まで岩井富雄へ FAX 57-8180

（日）

（土）

2,418ｍ 朝日町／糸魚川市

小川温泉からの北又林道が修復され開通し、イブリ尾根を登ります。イブリ山を越えて広がる夕
日が原の景観は急登を喘ぎ喘ぎ登ってきた疲れを癒してくれるでしょう。
朝日岳は北アルプス北端に位置し、眼下に黒部扇状地と日本海、振り返れば雪倉岳と白馬連峰の
パノラマ。そして、秋色が漂う朝日平の豊かな自然が広がっています。
朝日小屋の“お も て な し”で一夜の秋の山小屋でくつろぎ「山談義」を…。
標高差 1 日目 登り 1,450ｍ 6 時間 30 分
朝日小屋と朝日岳

2 日目 朝日岳往復 1 時間 40 分
下り 1,500ｍ 5 時間
体力度★★★☆☆ 技術度★★☆☆☆
〈Ｌ〉小坪哲彦
詳細な案内は次号会報№192 に記載します。

登山のための ひとくち知識

ザックのパッキング

登山者は何時間もかけて、めざす峰まで

の標高差を登る。ザックを背負って登って

いく。登って下るその間の生活必需品を詰

め込んで。それを含め、自らの体重を押し

上げなければならない。６０㎏あるいは８

０㎏を。自分の筋力だけが頼りとなる。

そのための筋力強化は欠かせないが、き

ちん と ザッ ク を 体に 乗 せ てい な いと 効 率

的な歩きはできない。そして、ザックの詰

め方を知ることも大切です。

左図は参考例ですが、基本は軽いものは

下。重いものは上。また使用頻度にも考慮

すること。また、ザックの外はできるだけ

何も付けないこと。樹林帯で枝にひっかけ

たり、落下したりするおそれがあります。

必要以上にいろいろ入れて、重いザック

のた め に途 中 で バテ て は パー テ ェが 乱 れ

てしまうことにあります。
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山
山行
行報
報告
告

(水)

1,596ｍ 富山市八尾町／飛騨市

メンバー：
〈Ｌ〉岩井富雄、熊木龍己、小坪哲彦、熊木廣子、島倉津也子、竹内啓子、堀川克子
【行程記録】
薬勝寺Ｐ

8：00

登山口

9：40～50

白木峰山頂

10：50

（昼食）～11：20
ガスって展望悪く、小白木峰へは行かず
登山口に帰着 13：00
大長谷温泉で入浴後帰路へ
薬勝寺Ｐ

15：45 着

熊木廣：ニッコウキスゲのお花畑を楽しみに参加しました。7 年前に登った時より花の種類が増えているように思
いました。ギボウシ、ササユリ、アザミがニッコウキスゲに混じって色とりどりに咲き楽しませてくれまし
た。眺望は残念でしたが…。

小 坪：久々の白木峰。ニッコウキスゲとササユリがちょうど見頃で心和む山行でした。
岩 井：心配していた雨は降っていなかったが、厚い雲に覆われて視界が悪く、浮島周辺を散策して帰ってきまし
た。ササユリがあちこちに咲き、ニッコウキスゲの黄色が曇り空に映えていた。

島

倉：約 20 年ぶりの白木峰に吹く風に逢いたくて参加しました。いつかは行きたい大笠山が見えなかったのが
心残りでしたが、昔のままに吹く風が涼しかった。感動でした。

熊木龍：登山口より急登で 1 時間で頂上に着いた。ニッコウキスゲやササユリのお花畑の木道ゆっくり歩き「お花
見」
。晴れた日にもう一度訪れたいね。

堀

川：4 年ぶりに訪ねた白木峰は、ニッコウキスゲとギボウシが辺り一面に咲き乱れ、「夏の思い出」の歌に出
てくる“♪霧の中に浮かびくる”の一節を彷彿とさせてくれる幻想的な世界でした。山深く分け入った大長
谷の村（45 年前の初任地）は、往時の影もなくひっそりとしていましたが、柔らかい湯が山の疲れを癒し
てくれました。ありがとうございました。

ニッコウキスゲが待っていてくれた白木峰

竹内啓子

7 月 6 日(水)。昨日は雨、明日も崩れる予報。
「本当に今日でよかった」とＳさんに話すと『私が行くと
きは必ず晴れるの』と力強いお言葉。今日は最高気温が 33 度と下界は過ごしにくいとのこと。今日山に
けるって幸せ。
8 時、薬勝寺池公園出発。
21 世紀の森を抜けて登山口に到着。平日だから登山者は少ないだ
ろうと思っていたけど、駐車場は満杯に近くびっくり。やっぱりみ
んなニッコウキスゲに逢いたくてなんだろうな。
9 時 50 分出発。初めから急登が続く。
「えっ、こんなにきつかった
かしら？」と思いながら黙々と前の人に続いて歩く。アザミの紫色
がとてもきれいで慰められる。途中何度か車道を横切りながらゆっ
くり歩を進める。“前に来たときはこの車道を登ったのかしら…”。
（次ページへ）
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10 時 45 分にヘリポートの広場に到着。さあ、もう少しで白木峰に着くはず。でも、ニッコウキスゲは疎ら。
「エッ、今年もニッコウキスゲは不作？」
「いや、暑い日が続いたから盛りが過ぎてしまったの？」ちょっと
ガッカリ。でも、ギボウシが伸び伸びとあちこちに育っていて薄紫の花が慰めてくれる。ヤマブキショウマや
キリンソウなども可愛い。
ほんの少し歩くうちに見えてきたニッコウキスゲのオレンジ色がたくさん！「ああ、こんなにたくさん咲い
ているのね。さっきは不作なのかと不平を言ってごめんね。
」と誤り、見とれながら歩いているうちに、10 時
52 分に頂上に着いてしまった。
頂上は広い草原が 360 度広がり、良い眺め！でも風が強い。そして視界が悪く周りの山々が望めず残念！方
位盤を見ながら“こんな山が見えるはず”と自分を慰める。少し早いけどお昼にしようということになった。
11 時 17 分。木道を伝いながら浮島の池塘辺りまで散策し、草原を彩るニッコウキスゲを堪能する。ほんと
うにきれい！来られてよかった。でも、視界は開けず遠く灰色の霧のまま。山と空の青さはなし。
11 時 37 分頂上に戻る。次は小白木峰へ向かう予定だったが、この後も霧が晴れそうにないのと小白木峰へ
の往復にかかる時間を考えて割愛し下山することになった。下る道すがらハハコグサの柔らかそうな葉が見え
た。キソチドリもヨツバヒヨドリも教えていただいた。
一つ目の車道を横切った頃から青空が広がりはじめた。二つ目の車道について、そこから車道を下っていく
ことになった。足下が良いので辺りを広く眺められる。ハナウドが咲いている。シシウドも大きくなっている。
山の草花は清々しい。外来種を取り除くボランティアのお話もうかがった。
13 時登山口に着く。13 時 35 分大長谷温泉で汗を流し、気持ちよくなって 14 時 40 分出発。
15 時 45 分薬勝寺池公園に無事到着。リーダーさんありがとうございました。メンバーの皆さんありがとう
ございました。
（車から出ると、下界の暑さが身に堪えました。山は良かったなあ）

山
山行
行報
報告
告
(土)

(日)

2899ｍ

2805ｍ

地蔵の頭から赤岳に向かう

天気が雨もある予報を出していて、2 日目の権現岳からキレット経由の険
しいロングコースを回避して標記のコースに変更して実施した（的場）
メンバー：
〈Ｌ〉的場邦夫、〈ＳＬ〉岩越理代、背渡健治、堀井泰則、高井増美、加藤日出子
【行程記録】
7/16

赤岳山頂に立つ

薬勝寺Ｐ6：00

10：50

美濃戸口登山口

行者小屋 13：40

根分岐 14：10

地蔵尾

地蔵尾根の頭 15：50

赤岳天望荘 16：00
7/17

山荘出発 6：00

～6：45
9：00

中岳 6：45

赤岳頂上 6：30
阿弥陀岳

行者小屋 10：40～11：15

美濃戸口 13：30
もみの湯で♨入浴後帰路へ 19：30 薬勝寺Ｐ
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堀

井：一日目体調の悪化でチョット迷惑をかけたが、二日目は快調に
歩けて良かった。無雪期は 3 度目の赤岳だったが改めて険しさを
再確認した。ガスって展望がイマイチだったことが心残り、コマ
クサがあちこちで見ることができたのがよかった。

岩

越：今回の山行でＳＬとして険しいルートの先頭を歩きました。体
験してＬやＳＬの大変さがよくわかりました。地蔵尾根の岩稜を
三点を確保しながら慎重に高度を上げていた時は、緊張したけれ
どワクワクでした。今回実現できなかった「権現岳からキレット
を越えて赤岳」いつか歩きたいなあ。

高

井：険しい初めての山でしたが不思議と不安と恐怖心は無かった。
登山道中の可憐に咲くコマクサが、私のすべてを受け入れたよう

上・地蔵尾根の頭から赤岳と天望荘
下・天望荘での夕食風景

に思えた。勇気と励ましが安堵を与えてくれました。仲間にあり
がとう！

的

場：梅雨時の山行の難しさをリーダーとして悩みました。雨天時に
ハシゴと岩場と長時間山行は危険だと判断し、時間を短縮してめ
ざすピークに立つコースに変更して、事前にメンバーに提示し理
解を求めた。無事に険しいコースを遂げられたことに安堵してい
ます。パーテェの皆に感謝・感謝です。

背

渡：①山小屋の予約をしていた為、混雑する中で遅く着いても優先
的に食事ができた。②労山会員証で小屋料金が 500 円引き。
「ビー
ル 1 本が無料」となった。楽しい山行でした。

私と八ヶ岳・赤岳

堀井泰則

はじめてこの峰に挑んだのは 2007 年の 5 月 4 日だった。しかも残雪期の雪山。事前に天望荘に問い合
わせたら「無雪期に何回登りましたか？」と訊かれ、
「縦走せず地蔵尾根を往復してください」ときつく言
われた。下山時に山荘前に長野県警山岳警備隊の 2 名が私たち 13 名の大パーテェの下山を見届けるように
立ち会っていた。その企画は無事に遂げたが、山荘のオーナーからの「無雪期に…」が私の中で忘れるこ
とができず、その夏、林さんを誘って赤岳～横岳～硫黄岳を縦走してこの山の険しさと素晴らしさを知る
ことができ、そのコースを 2010 夏の三島野企画として 15 名の大パーテェで実施することにつながった。
日本アルプスに比べると少しコンパクトな八ヶ岳連峰だが、十二分にアルピニズムを体感できる高度の
鋭鋒と岩稜があり、眼下に諏訪湖と諏訪盆地を俯瞰する南八ヶ岳は、私にとって新しい分野を切り開いた
登り甲斐のある、美しい「名山」であり、雪山の厳しさを教えてくれた「名山」です。
また、これまでの私の登ってきた山は富山県内と近隣の山、そして北アルプスに限られていた。
その地域の枠を取り払った山が南八ヶ岳でした。これをきっか
けに南アルプスにも眼を向けるようになり、それが三島野企画
の「北岳」となり、
「甲斐駒ケ岳・仙丈ヶ岳」になりました。ま
た、初冬の「富士山を愛でる」企画につながっていったように
思います。
八ヶ岳連峰の未だ足を踏み入れていない残された「北八ツ」
。
蓼科山、縞枯山、天狗岳など…。今年はもう企画がいっぱいだ
が、いつか五臓六腑と五体満足のうちに歩きたい、登りたいと
思いガイドブックや地図を眺めプランを練っている。
2007 年 8 月八ヶ岳・横岳にて 林さんとボク
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険しく登り甲斐のある山だった

加藤日出子

八ヶ岳予定日前日に天気が良く無いのでコース変更の連絡があった。
美濃戸～赤岳～中岳～阿弥陀岳の予定変更コースで八ヶ岳に向かいました。
美濃戸駐車場に着くと他県外ナンバーの車で一杯でした。僅か二台分程しか空
いていないがなんとか駐車する事ができました。
（一泊＝金二〇〇〇円也）
それぞれ準備を整えて軽くストレッチをして、美濃戸からシラビソと苔の針葉
樹林帯を登り始めました。行者小屋へ着いたのは 13 時半過ぎ、そこには沢山の
登山者が行き交う交差点。カレーライスの匂いがプーンと漂い美味しそう。我々
もなんとかテーブルを確保し昼食を摂り、赤岳天望荘への地蔵尾根へと向う。行
者小屋から樹林帯を抜けると岩場の急登で鉄製の梯子を登って行く間、雲の切れ
間から見え隠れした赤岳が見えました。天望荘に着く頃には、ガスで視界は無く漸く赤岳天望荘に 16 時に着
きました。談話室に集まりビールで「乾杯！！」17 時に食堂に移動して夕食です。夕食時にＨ氏が元気なく、
顔色も悪く体調が優れないという、部屋に戻って休むことをすすめた。夕食途中で部屋へ戻って持ってきてい
る薬飲んで、身体を休めると回復して顔色も良かったのでひと安心。最悪、小屋に滞留か下山組もつくる必要
もあるかと心配しました。
部屋は二段ベッドに７人並びで、4～5 個並んで両側廊下で仕切られ、上段 6 人で寝袋式になった寝具で（先
寝た者勝ち）グッスリ眠ることができました。明朝 4 時に起きて朝食を済ませ、6 時にヘルメット着用して赤
岳を目指した。赤岳は斜面が急で随所に鎖がある。鎖場や岩陵で緊張する中、けな気で可憐な高山植物の女王
コマクサの花で癒されながら、登って登って～～山頂に着いて、ハイタッチ
で称え合った。感動！！！
晴れてれば富士山や南アルプス・中央アルプスも見えるのに、眺望はガスで
真っ白だった。
赤岳を下って振り返ると、山肌は赤い褐色で美しく大きい姿を赤岳の威容
を見せてくれました。ルートは権現岳方面岩場を下り途中分岐点の、中岳に
ザックをデポし空身で阿弥陀岳へ登る。阿弥陀岳も鉄梯子や鎖等が続き難所
が続く、岩峰は高度感があって結構緊張する、緊張の連続で汗を掻きながら登った。阿弥陀岳山頂で登山者が
「八ヶ岳縦走したけど阿弥陀岳が一番険しい山だ」と話していた。それ程、気の抜けない予想以上の険しい山
でしたが、ファミリーや老若男女の大勢のパーティー特に若者カップルの多さに目が惹かれました。
下りで行者小屋から少し雨に降られたが、無事に登山口に到着し安堵感と共に達成感に浸った。
帰りの車中で八ヶ岳は北と南があって、「北」はなだらかで森が美しく女性的な山。「南」はゴツゴツして、
ダイナミックで男性的な山だと知る。八ヶ岳は霧雨シャワー（ミスト）で森林限界を超える程の苔で絶景な特
徴の山。ザレ・ガレ場梯子の岩稜帯は、とてもスリル感あり、登り甲斐のある山でした。今回の八ヶ岳登山は
感動と感謝で忘れられない最高の山旅となりました。Ｌとメンバーの皆さん有難うございました。
《八ヶ岳で励まされ癒された花達》
ハクサンシャクナゲ、ウメバチソウ、ウスユキソウ、イワツメクサ,チシマギキョウ、コバイケイソウ、コマ
クサ、イワベンケイ、コゴメグサ、ジャコウソウ、タカネバラ、チョウノスケソウ、イワオウギ、ミヤマダイ
コンソウ等です。

8

挑戦したかった猫又山 2378ｍへ
島倉津也子
Ｈ15 年 大猫山へ登った時、大草原の山頂から見た目の前にそびえる毛勝三山にあこがれいつかは行きたいと思
っていた。 あれから早 13 年。すっかりオバはんになってしまい、あらゆる機能はおとろえてしまいましたが猫
又山へのあこがれは衰えることはなかった。
今年は雪が少なくブナクラ谷が雪で埋まっていなくて、日照時間の長いこの時期にアイゼン無しで行くことが出
来るとのこと。 今の自分に不安な所はない。いや

あっても忘れた。それならば、こんなチャンスは二度と存命

中に廻ってはこないだろうと、話をもらってから中４日での登山となりなした。
梅雨空の早朝

訳ありやっとたどり着いた 950ｍの登山口に立った時、犬派の私ならば猫退治はニャンとかなる

だろうとわくわくしていた。
登山口からほどなく日本で三番目といわれる見事な大王杉が朝もやの中に現れた。まるで神が宿っているような
気高さをでっかい姿から感じました。白萩川支流のブナクラ谷をビッチャビチャになりながら何回か渡り、沢の水
をゴクゴク飲んで大発見“名水ここにあり”
。
長い樹林帯をすぎ、ゴロゴロの岩場が現れたらブナクラ峠着。小さな石仏が迎えてくれました。いよいよここか
らが未知の世界。右手にはなだらかな赤谷山への登り、その後ろには荒々しい岩稜の剱岳北方稜線がギザギザにそ
そりたち圧倒されました。あの峰に行きたいな～。正面には鹿島槍ヶ岳、唐松岳、五竜岳、白馬岳、まるで地図の
通りです。行きたいな～。あったかいコーヒーと甘い系でいっぷくの後、いざ猫又山へ！
猫又山への急登草付きの崖っぷちは風が吹き上げてまるで「爆風」
。振り返れば、みるみる峠が下になっていく。
強風にあおられ足元は草で見えなく決意も吹っ飛んでしまいそうで先が思
いやられた。ものすごい難儀な登りを１つ過ぎ

２つ過ぎ

３つ……やっ

と稜線が見えてヤレヤレとおもいきや、明るい芽吹き始めた草場の急登に
取り付き、枯草に足を滑らせ、尻が割れそうなコケかたを何度も味わい、
喘ぎながら登り続けた。雪渓の水を飲んでちょっといっぷく。またまた名
水発見！うま～い！ここにズ―といたい…。
ニャンとか、かんとか着いた狭い山頂に、ひっそりと猫又山の小さな標
け なげ

識が建っているのを見た時、あまりにも素朴で健気でいっそうこの山に登
ることの過酷さを感じました。
そして、360°の大パノラマ。私の見たかった以上の景色に出会えて、
うれしくて泣きそうでした。スバラシイ！
ャンデス！

ビユウーテイフル！

ゴッチ

言葉では表せません。

強風の山頂をさけ、昼食もそこそこに猫又山を後にしました。わかっち
ゃいるけど、長い長い下りが待っていることが懸念材料です。しかし意外と楽しくやりすごせました。的場さんの
スベル話に気を取られ足元を取られて滑らないように、慎重になりながらも快調にくだることが出来たと思います。
天候に恵まれ明るいうちに登山口に着くことが出来たこと、二人とも無事に帰って来た事、あたりまえですが嬉
しかったです。ホッとしました。感動の余韻に浸りながら、見渡せば馬場島がすこし夕暮れていて風がザワザワと
鳴り、うらさみしく感じました。そうだ全く人に遭わなかった。そしてバカヤロウ―！！を一度も耳にしなかった。
猫又山

最初で最後の山かな？身支度を整えている時、この山行の提唱者で〈Ｌ〉的場さんがとても頼もしく輝

いて目に焼き付いたのは、決して頭髪のせいだけでは無いと思いました。ありがとう！感謝です。

会報編集担当より

会員のみなさんは会企画以外でもいろいろな山に、いろいろなコースに登り歩いておら

れると思います。そんな記録や紀行文をお寄せください。会報を通じて山の楽しさや魅力がより豊かに発信できれ
ば“我が意を得たり”です。
但し、山行計画書が会に届けられているものに限ります。個人企画山行でも必ず代表・岩井宛に届けてくださ
い。事故発生後、単独で、また、無届だったことで捜索が遅れたり、事故になることが全国の労山内でも発生して
います。また、無届の場合、事故・遭難のための労山「特別基金」の給付ができませんので留意してください
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（労山機関誌「登山時報」№498

2016.8 月より）

この人なくしては「勤労者山岳連盟」生まれなかった。労山趣意書や労山のマークの起草者であり、
発足にあたって深田久弥（日本百名山の著者）や田中澄江（作家・花の百名山の著者）など幅広い登山
家や文化人にも賛同を得て発起人になってもらう働きかけもされました。
「勤労者＝広い意味での国民」と捉えて、これまであった一部エリート・特権階級の登山ではなく、
広く国民に解放されるべきという思いが「勤労者」を冠する名称にした。
（西本武志 著「人と山」を参考に記す
10

堀井）

三島野スポーツクラブの女性会員へ！

東日本女性登山交流集会へ参加を
労山県連理事

荒井英治

10 月 9 日・10 日、国立立山青少年自然の家で東日本女性登山交流集会が開催されます
第１日目は講演と分科会、第 2 日目は交流登山があります。交流登山の４つの登山コースの中には、〈山の
絵スケッチ交流ハイク〉もあり、毎月の三島野スポーツクラブの会報を飾る素敵な絵をかかれた小木清さんが、
山でのスケッチ画の描き方を実技指導されます。
第１日目の講演では富山大学の地球科学科の石崎泰男先生が『活火山～弥陀ヶ原の噴火史と現状』のテーマ
で話されます。御岳の噴火で多くの人命が失われたことは記憶に新しいことです。登山愛好家にとっては「立
山は大丈夫なのか」との不安をもっている人もいるのでは。「何が分かっていて、何が分かっていないのか」、
そのことが理解できれば、いたずらに不安がることもないし、また予想される現実的なリスクに対しては適切
な回避行動もとれます。日本列島は火山列島と言われるくらいにたくさんの火山があり、それらの多くは観光
や登山の舞台となっているのでタイムリーなテーマだと思います。
また、地球の歴史という大きな時間スケールで見た時の、目の前の山の景色の存在意味がわかってきて、も
っと山に親しみを感じてくると思います。おいしいメニューが盛りだくさんの今回の女性登山集会に是非参加
してください。
なお、このイベントは女性が対象ですが、男性でも運営スタッフとして協力するのであれば参加可能です。

また、集会当日は、運営に人手が必要となります。そのことでお願いすることがあると思いますので、
その時は協力をおねがいします。
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会報に載っている登山用語の解説

▼独摽（どっぴょう） 地図をつくるための測

量の際に、位置と高さを測量して摽石を設置し

た場所を「標高点」または「独立標高点」とい

う。それを略したもの。地図上に標高が与えら

れる。槍ヶ岳北尾根や西穂高岳の「独摽」は固

有名詞になっている。

▼雪絵（雪形） 春に山の雪が部分的に溶けて、

残雪や地肌が物（人・牛馬・鳥など）の形に見

えること。農作歳時暦の目安にした。山名にも

なり、一番多いのは馬で駒ヶ岳。代掻き馬から

白馬岳。種まき爺さんから爺ヶ岳。羽を広げた

蝶から蝶ヶ岳。武田菱から五龍岳。鶏から農鳥

ｍ）釜 谷
2,378

剱 岳 の北 方稜 線 か ら 日 本海 に 延

岳。などがある。

▼ 毛 勝三 山

び る稜線上 にある 山。猫又 山（

山（ 2,415
ｍ）毛勝山（ 2,414
ｍ）のこと。富山
平野から三峰がきれいに並んで見える。

▼キレット（切戸） 連なる稜線が急峻に深く

切 れ込 んで いる とこ ろ。穂 高連 峰の 大キ レッ

ト、鹿島槍と五龍の八峰キレットがある。

▼デポ（仏語） ザックやスキーなど荷物を一

大 小 の 岩 石 が大 量 に 斜 面 を 埋 め て

時置いておくこと。

▼ガレ場

いる場所。崩壊し崩れやす場所。

▼ザレ場 粒の細かい砂礫地。ガレよりも岩塊

が小さい所をいう場合が多い。

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

８月世話人会は９日(火)と 23 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）

◇ いよいよ夏山シーズンも佳境に。例年になく盛りだくさんの企画が目白押し。山小屋泊となりますが
ぜひ、あなたも北アルプスの稜線歩きを楽しみ、そして長い行程をやりきる「達成感」を！
◇ 「山の日」企画・唐松岳の２プランに一人でも多くの参加を願って締切日を延長しました。後立山連
峰の名峰、白馬三山・五龍岳・鹿島槍ヶ岳を仰ぎ、高山植物を愛でる隊列が三島野ＳＣの小旗をはた
めかせて八方尾根を闊歩しましょう。
◇ 穂高連峰縦走は憧れの 3000ｍ稜線歩き。挑戦してみる価値ありです。事前の西穂高岳でためしてみて
はいかがでしょうか。
◇ “ニッコーキスゲの群生が待っていてくれた”白木峰。欲言えば天候がもう一つだったようで…。
◇ もう一つの山行報告「南八ヶ岳」も天候がもう一つだったようで…。でも、あの険しい岩稜を登った
経験は必ずこれからも生きます。
◇ 「労山生みの親」ともいえる伊藤正一さんが逝去されました。自主企画・黒部源流はまさに伊藤さん
の縄張りだったところです。各山荘はご子息が継いでおられますが、伊藤さんが拓いた山域を伊藤さ
んを偲んで楽しんでください。
◇ 全国労山主催「東日本女性登山交流会」の大きな行事が富山で行われます。ぜひ成功させましょう！
オンナの力で！オトコもいいとこ見せましょう！

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 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。

