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代表 岩井 富雄
射水市宝町 1364-35
TEL・FAX 0766-57-8180

入 笠 山（長野県富士見町）
小木
清 画

参加申込は 8 月 25 日
で締め切りました

(土)

(月・祝)

当初 8/26～8/28 の日程計画でしたが、
〈Ｌ〉の都合で
日程変更して実施します。

3106ｍ

3103ｍ

3190ｍ

三島野ＳＣ自主企画として 2005 年に

【行程】 （歩行時間）
一日目：上高地

横尾

二日目：涸沢小屋

涸沢小屋 （6 時間 30 分）

北穂高岳

涸沢岳

岳沢

久しぶりの穂高です。登山者の憧れの穂
高です。アルピニズムを満喫できる山岳
3000ｍ岩稜縦走に奮って挑戦を！

奥穂高岳 （吊尾根）

２００８年の穂高縦走
下・北穂高岳山頂
左・前穂高岳山頂

前穂高岳

6 名で 2007 年は 10 名で実施しました。

奥穂高岳山荘

（7 時間）
三日目：奥穂高岳山荘

3090ｍ

上高地 （8 時間 30 分）

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。
【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】9 月 7 日まで 堀井泰則へ
FAX25-2792 or SMS 090-1314-6394

(土)

(日)

【集合・出発】5 時 30 分 薬勝寺Ｐ
【行程】
1 日目 小川温泉元湯
イブリ山

2,418ｍ 朝日町／糸魚川市

北又小屋 （イブリ尾根）
夕日ヶ原

朝日小屋

標高差 登り 1,450ｍ 6 時間 30 分
2 日目 早朝朝日岳を往復 1 時間 40 分

朝日小屋から

往路を下る
標高差 下り 1,500ｍ 5 時間
体力度★★★☆☆ 技術度★★☆☆☆
〈Ｌ〉小坪哲彦
【費用】13,000 円
【参加申込】9 月 14 日まで 小坪哲彦へ
ＦＡＸ 0766-56-3028
※朝日小屋は完全予約制です
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主催

日本勤労者山岳連盟

主管

富山県連盟

プログラムや企画の詳細な内容は、別添の資料
を参照してください。
参加申込は 9 月 20 日まで岩井富雄まで

FAX 57-8180 ヘ

三島野スポーツクラブ女性会員の参加を呼びかけます
昔、山は神聖とされ、女人禁制であり、男たちの世界だった。しかし今、日本アルプスをはじめ多くの山は
元気な女性たちで溢れています。彼女らの登山経験や山への想い、そして体力など千差万別といってもいいで
しょう。そんな女性たちが全国の労山のクラブに入り、ひとつ一つの山行でその都度感動し、次のステップア
ップも思い描いて活動しています。地元富山を舞台に開催されるこの交流集会を成功させ、山が好きな女性た
ちの交流を通じて、自らのモチベーションも高める機会にしましょう。
登山はスポーツであり文化です。順位を争う競技ではありません。汗をかき、がんばって峰に立った感動や
美しい自然に触れて、それぞれの感性で「明日を生きる力・勇気・元気」を自らの中につくりだしていると思
います。そんな心を交流する「東日本女性交流集会」です。奮って参加されることを訴えます。
追記 二日目の「交流登山」で我がクラブの会報の表紙を飾っていただいている小木清さんが講師の『山の
絵スケッチ講習』があります。心に残る景色や感動をスケッチブックに描いてみませんか。上手い下手は横に
おいて…。初心者歓迎！

三島野スポーツクラブ世話人会

2,455ｍ

(土)

「釜トンネルを抜けると不意に目の前に、あた
かもこれから展開する山岳大伽藍の衛兵のよ
うに突っ立ているのが焼岳である。
」
（深田久弥 著「日本百名山」の焼岳の項の一節）

紅葉と冠雪の穂高岳
と山頂近くの噴煙

【行程】
中の湯登山口から往復
登り 3 時間 15 分 下り 2 時間 30 分
標高差 800ｍ
体力度・技術度とも★★✭☆☆

のうごう はくさん

【行程】

(日)
福井県大野市／岐阜県本巣市・揖斐川町

温見峠から山頂を往復

標高差 650ｍ

登り 2 時間 30 分 下り 2 時間

1617.5ｍ

体力度・技術度とも★✭☆☆☆
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なだらかな稜線の

頂上付近

能郷白山は、加賀白山を開いた僧・泰澄法師が、
養老元年、白山山頂から西方峰続きに格好の山を
望み、そこに分身を祀ることから開山された。と
いわれています。
深田久弥は母の出身地福井県の福井中学に入
った。山への病みつきはその頃からである。福井
県から百名山を選ぶにあたって、荒島岳か能郷白
山か迷ったことを自著で記している。

山
山行
行報
報告
告

(日)
2932ｍ

メンバー：
〈Ｌ〉背渡健治、〈ＳＬ〉小坪哲彦、甲かほる、加藤日出子、的場邦夫、堀井泰則
【行程記録】
薬勝寺Ｐ出発 4：00

○7/30

雪渓の取り付き 9：30
山荘出発 5：45

○7/31

船越ノ頭 9：05

白馬第五Ｐ6：10（タクシー）猿倉 7：10
村営頂上宿舎 13：30～45

白馬尻 8：15～30

白馬頂上山荘 14：50

白馬岳頂上 6：05～15

三国境 7：55～8：05

小蓮華山 8：50

白馬大池 10：00（昼食）

白馬乗鞍岳 11：10

栂池自然園 13：30

（パノラマウェーとゴンドラを乗り継ぎ栂池へ）

栂の湯♨入浴後帰路へ 薬勝寺Ｐ18：45 着

ひとくち感想
背 渡：今年の大雪渓は予想どおり雪は少なかった。最
後は雨に遭ったが、稜線歩きは晴れで気持ちよく
大変良かった。雨降りの中全員無事下山できて感
激。

小 坪：今年の残雪量が極端に少ないとのことでした。
40 年ぶりに登る大雪渓の醍醐味は他では味わえ
ない充実感で大いに満足でした。また近いうちに
チャレンジしたい。

的 場：大雪渓の雪の少なさに驚きました。一日目と二
日目の最後は雨に降られたけれど花と青空の稜
線歩きは最高でした。

加 藤：白馬岳でブロッケン現象を見、ガスが晴れて現
れたエメラルドグリーンの白馬大池が美しかっ
た。多くの高山植物の花を愛で、ライチョウ親子
と対面し感動的な山行でした。大雪渓で「ゴウー！」という風の音と落石
の痕跡にちょっと怖い思いもしました。それにしても大きな山小屋が超満
員の状態にびっくりでした。〈Ｌ〉に感謝です。

甲

か：大雪渓を買ったばかりの軽アイゼンを着けてウキウキしながら歩きはじ
めましたが、ずっと登りっぱなしへとへとになりながらも途中で出会った
ライチョウ親子や多くの花が咲くお花畑に励まされて登ることができま
した。2 日目は元気回復。白馬岳山頂でブロッケン現象に出会いそこに映
る「仏」に無事下山を祈りました。周りの山々を見ながらのなだらかな稜
線歩きは気持ちよかった。透きとおった青色の白馬大池を過ぎると大きな
岩が重なる登山道となって“びっくりポン”でした。今回も皆さんに助け
られて無事下山することができました。ありがとうございました。
ほんとうに、行きたい素敵な山がまだいっぱいありますね
綿毛のチングルマ

巨岩を登る

コマクサ
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ブロッケン

白馬大池へ

まんぞく・まんぞくの白馬岳
ほりい やすのり
今冬は例年に比べて降雪量が少なく、あちこちの山の残雪も少ないとい
う。白馬大雪渓も多聞に漏れず小さくなっていた。白馬尻からすぐに雪の
上を歩いた記憶があったが、30 分くらい登ったところからようやく雪渓に
取りついた。そしてその終点は葱平のかなり手前。10 数年前に雪の上を歩
いた葱平までの登りがこんなに険しい岩稜とは知らなかった。
次から次と隊列が寸断無く続く大雪渓の登山者の様は、ネットやガイド
ブックの写真で見ていたが、実物を見ると驚きを禁じ得ない。まるで、ヘ
ッドランプを点けて登る未明の富士山登山の隊列と変わらない。
ほ

ほ

てい

高山植物が豊かに花開いていたが、雨が降り出したのとバテでそれを愛でる余裕はなかった。這う這うの体で山
荘に着いた。山荘前から雨があがって雲間からのぞく目前の旭岳や杓子岳、白馬鑓ヶ岳は雨で洗われたような澄明
な姿で映り、流れ湧くガスが再び隠してしまった。
一日目の小屋前のテーブルで登山完遂を祝し乾杯。雲上の豪華レストランで有名な「展望レストラン」でささや
かな宴を開き、明日の天気の回復を期待した。酒に酔った為か、登りでバテた体がまだ引きずっているようで食欲
もなく夕食をキャンセルし、這うようにして寝床に入って 6 時前に寝てしまった。
一晩ゆっくり寝たことで体調は回復。朝食は腹いっぱい食べてエネルギーを詰め込んだ。昨日とうって変わって
青空が広がる好天。雲海から朝日が昇る「ご来光」を拝むことができた。
早めの出発でめざす白馬岳。山頂はごった返していた。ブロッケン
も現れ、山岳風景を見ながらなだらかで爽快な稜線歩きがこのあと続
いた。縦走の楽しさ 100％満喫だった。雲海越しに遠く鹿島槍ヶ岳の
双耳峰が望め、転ずれば大きな雪倉岳とその奥に朝日岳と朝日小屋も
鮮明に見える。2012 年にここから雪倉岳～朝日岳へと歩いたことを思
い出しながら眺めた。稜線のあちこちのガレ場に見飽きるほどコマク
サが咲いていた。そして、稜線歩きの終点白馬大池のエメラルドグリ
ーンの美しさが稜線漫歩に華を添えてくれた。そして、白馬乗鞍岳へ
の大きい岩が重なる登り、そして下りもまた大きな岩が続き、この山
行のアクセントみたいに変化のあるコースとなった。白馬乗鞍岳から最後の行程は雨に打たれたが、これもこの山
行のアクセントだったとポジテェブに受け入れられた。
二日間の山行は、雪を踏んで登り、展望と花を楽しみながらの稜線の登下降、晴れもあれば雨もあり、バテたと
きあり、といろいろな場面を行程の中で経験させてくれました。
そしていま、爽快に北アルプスの山々を眺めながら歩いた変化に富んだ山行の楽しさだけが心に残っている。

山
山行
行報
報告
告
（木・祝）

2,696ｍ

山頂までの A プランと丸山（2,430ｍ）までの B プランの２コースで実施。八方池から別行動としました。

A プラン：山頂コース

【行程記録】
薬勝寺Ｐ5：05

〈Ｌ〉背渡健治、林憲彦、
的場邦夫、宮本久子

8：25

黒菱平 7：45 リフト 2 本乗継

第三ケルン 9：10

八方池 9：30

唐松岳頂上 12：33

頂上山荘 13：08

第三ケルン 15：17

八方山荘 15：47
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八方池山荘

頂上山荘 12：02
丸山 13：50

林

：はじめから“山頂までは無理かな”と思っ
ていました。丸山で「ここで待っている」
とＬに告げたのですが『頂上山荘までもう
．．．．．
すぐ！山頂までもうすぐ！』とだましだま
．
し (？)励まされ唐松岳山頂に立つことがで
きました。

的 場：
「山の日」制定記念に唐松岳に登った。二
班に分かれての山行だったが、八方池まで
一緒に登れて楽しかった。子供から年配者、
ファミリーなどたくさんの人でした。これ
からもたくさんの会員が参加できる企画を
立てましょう。
八方池にて

ここから二班に別れる

背 渡：次に控える「黒部源流」に備える訓練登山と
思って参加。いろいろ課題があることを感じ

ました。天気良く、無事下山できてよか

った。

今夏 念願の唐松岳の頂へ

宮本久子

以前に八方尾根から頂上山荘まで登り五龍岳へ縦走した時、時間と体力を考慮して唐松岳への往復を省いてし
まったことがありました。目前にそびえていた頂が忘れられず“いつかは…きっと”と思っていました。
この夏、泊りがけの山行は無理だとしても、日帰りの唐松岳にはなんとしても登りたいと申し込みました。
黒菱平駐車場では曇り。ガスっていてちょっと天候が心配でしたが登るにつれ青空が広がって、心も晴れてき
ました。親子連れや老若男女のたくさんの登山者、ハイカーは皆楽しそうでした。
今が盛りと咲くシモツケソウに迎えられ、11 名全員が八方池に到着。目前に迫る八方池越しの白馬三山（鑓
ヶ岳・杓子岳・白馬岳）に感激。ここから山頂をめざす４名は林さんを先頭にテンポよく登りはじめました。ハ
クサンシャジン、トリカブト、イワギキョウ、タカネマツムシソウなどの花を愛で、一部色付き始めたナナカマ
ドに秋の気配が漂っていた。
しかし、登山道が整備されて作られた階段の一段一段が私には高す
ぎ「ヨイショ！」と力を入れないと登れなかった。岩場とは違い長い
シンドイ階段でした。丸山手前の扇雪渓は残念ながら残雪量が少なく、
涼感とは逆に強い日差しを受けて暑く感じました。また、唯一の難所
のトラバースも思ったより楽に通過し、目前に唐松岳頂上山荘が現れ
た時は心がはずみました。
山荘で昼食を摂って鋭気を養って頂上へ。そして、４名が登頂のハ
イタッチ。山頂からは剱岳・毛勝三山・鹿島槍ヶ岳・五龍岳・白馬連
峰そして不帰キレットを登る人も見ることもでき感激しっ放し。
絶景を十分眺めて下山。山荘に近づくとコマクサがあちらこちらに
咲いているのが目に入った。感激！（こんなに咲いているのに登ると
上・唐松岳山頂にて

き目に入らなかった）
。
山荘で珈琲を飲みひと休みして下山。全員の足
は快調で“タッタ タッタ”と駆け下るように高度
を下げていった。八方池で水面に映る「逆さ白馬
三山」に見とれてゆったりと時間をとって眺めた。
まさに、北アルプスの魅力を満喫できました。来
年は白い三角錐・白馬鑓ヶ岳に登りたい！
〈Ｌ〉はじめ皆さんのおかげで楽しい山行とな
り、身も心も元気になりました。
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下・八方池と白馬連山

Ｂプラン：丸山ケルンコース
メンバー：
〈Ｌ〉堀井泰則、伊勢治雄、川渕順正、松田光恵、甲かほる、竹内啓子、藤井洋子
【行程記録】
薬勝寺Ｐ5：05
継

黒菱平 7：45 リフト 2 本乗

八方池山荘 8：25
八方池 9：30

第三ケルン 9：10

丸山ケルン 11：20

丸山から少し登って昼食 11：30～12：00
八方池 13：20～35

八方山荘 14：20

黒菱平 15：00
八方の湯♨ 帰路へ 16：00
薬勝寺Ｐ着 18：05

伊

上・丸山にて
下・シモツケソウと五龍岳、
鹿島槍ヶ岳

勢：「山の日」に相応しくたくさんの登山者でにぎわい、子供を背負った若い元気な家族などに混じって登
った。鹿島槍ヶ岳、五龍岳、白馬三山などを眺めていると“あー登りたいなあ”という気持ちになって
きた。暑さも苦にならず、楽しい日帰り登山だった。

川

渕：
「夏山アルペン企画」の後立山縦走に参加するつもりが、一身上の都合で「唐松岳Ｂプラン」となった。
日帰りコースでしたが、どうしてどうして白馬連山の絶景を十分堪能できました。目的地の丸山は風が
涼しく眺望も良かったが、肝心の唐松岳が手前の丘に阻まれて見えなかった。それが見える丘の上まで
登ることにした。そこにはなんと素晴らしい眺望が…。唐松岳山頂への登山者が蟻のように見え、右手
の不帰ノ嶮の先には白馬三山の壮大な景色が展開し、左手には五龍岳と鹿島槍の雄姿が雲一つない青空
に聳え立っている。峰々の雄大さ、山肌の鮮やかさ、ハイカー誰もが感動のため息をつきます。これだ
から夏山のアルペンはやめられない。山行は終始快適でした。企画〈Ｌ〉とパーテェの面々に感謝！

松田光：八方にはスキーで行ったことはあるが、山歩きは初めて。また、朝４時起きも体調に若干不安が。黒
菱平では山々にガスがかかっており、どうなることかと思ったが、登るうちにガスも晴れ好天に恵まれ
て最高の一日だった。登山道は整備されて歩きやすく、樹木に囲まれた道程は清々しく、見頃の高山植
物にも感激の山歩きだった。ただ一つの心残りは妻が参加できなかったこと。それは次の機会にしたい。
いでした。登山道は階段状に整備されていて、花がいろいろ咲い
ていて、空は青く周りの山々が見渡せてとても素敵な一日になり
ました。…でも、頂上めざして行かれる一行を羨ましく見送りま
した。ああ・・・体力がほしいな。

甲 か： 少し長いひとくち感想

登山者の指に
アサギマダラ
（丸山近くで）

竹 内：山の日だということでしょうか。駐車場も登山道も人でいっぱ

晴天の下、八方池山荘から「山の日記念お札」をもらって出発。久しぶりの伊勢さんのおもしろい、そ
して、優しい声がけとご指導に励まされ、さらに楽しい山行になりました。１０日前に応援していただき
ながら登った「白馬岳」はもちろん、それに連なる杓子岳、白馬鑓ヶ岳、唐松岳、五竜岳、鹿島槍ヶ岳等
をずっと眺めながら、丸山ケルンまで行きました。白馬岳の全体の姿や自分が歩いてきた山々を遠くから
望み、成し遂げたことに大きな喜びを感じ、また、感謝の気持ちでいっぱいになりました。ハクサンシャ
ジン、カライトソウ、タカネマツムシソウの群生等々も見事でした。
山の日にゆったりした気持ちで、楽しく、ぜいたくな山行ができたことを嬉しく思います。ありがとう
ございました。
帰宅後、北日本新聞「天地人」に掲載された「イタリアの登山家ラインホルト・メスナーさんの言葉」
にまたまた納得した山の日でした。

難しい山に挑んでも無事に帰ってこられる秘訣を訊かれた答え
『豊富な経験と万全の準備、加えて自分の限界を知っておくことが大切』
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堀

井：今年の春山で強風と低温を体験させた唐松岳。「北
アルプス入門コース」ではあるが、いったん天候が崩
れると危険が襲ってくる。夏山もしかりである。が、
今回の企画は好天が北アルプスの夏山の魅力のすべ
てを私たちに見せてくれた。もっと多くの会員の参加
を期待していたのだが…それがココロノコリ。

体力★でも感動★★★★★の山旅

藤井洋子

「山に親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝する」として、今年から国民の祝日となった『山の日』8 月 11
日は天候にも恵まれて快適な一日だった。車の運転もしてくださった〈Ｌ〉や仲間に助けられ楽しい山歩き
でした。
黒菱平からリフト２本乗継のその足元でゆれるシモツケソウ、マツムシソウ、ヨツバヒヨドリなどの高山
植物が歓迎してくれる。リフトを降りると思いもかけないお守り風のヒノキの香りのする木札
がプレゼントされた。早速ザックに結び付けて出発。
整備されたハイキングコースとなっている八方池まで高山植物と白馬三山を見ながらのル
ンルン登山。八方池についてここから別れるメンバーと記念写真。大池と白馬連山の景観に見
とれながら先を急ぐ。下の樺、上の樺の木陰が強い日差しを遮ってくれてうれしかった。丸山
手前のところで登山者の指にとまって動かないアサギマダラに人間と蝶が一体化した不思議
な光景を見た。その登山者にまとわりつくように舞うアサギマダラに人なつっこさと可憐さを
感じた。そして目的の丸山ケルンに着いたが、ここから唐松岳のピークが見えない。見えるす
ぐ上の稜線まで登った。唐松岳山頂への登山道に人・ひとの列が見えた。こ
こで昼食タイム。五龍岳、鹿島槍ヶ岳、不帰の険、白馬連山の凛とした山々
を眺め、その山々からもらった活力を内に秘めて下山。男性たちは秀麗な三
角錐の白馬鑓ヶ岳に思いを寄せ、その下にある白馬鑓温泉にゆっくり浸かる
想いを語っている。
八方池まで下るとハイカーでにぎわい、子供連れも多い。八方池を周回。
風もない穏やかに晴れた八方池の水面に映る白馬三山は美しい。多くのハイ
カーがカメラを構え、それをとらえるポイントを求めている。
下りが苦手な私は、皆に迷惑をかけないようにゆっくり・ゆっくり…でも
計画時間どおりに下山できした。
帰路途中に八方の湯にまったり浸かって汗を洗い流し、素晴らしい景観と
花を楽しんだ山旅を胸に車中の人となりました。
★ひとつでも、得た喜び★★★★★五つの楽しい山行でした。

アミノ酸は筋肉疲労に本当に効くのですか？この質問はどなたでも思っていることかもしれま
せん。かくいう私もトライアスロンをやっている友人から、「登山でもアミノ酸は筋肉疲労軽減に有効だから使
ってみれば」と勧められた時は、「本当？」と疑ってしまいました。なかば、半信半疑でしたが、過酷なトライア
スロンの選手が言っていることだから、多少は効くだろうなと思い使い始めました。５回ほど登山の際にアミノ
酸を使いましたが、今までと違い疲労感が全く残らないのにびっくりしました。身体の調子が良いせいだから
かも知れないと思い、ためしに１回登山の時にアミノ酸の使用をやめてみました。すると前の５回と筋肉疲労
度が違うのです。それでも、当時は「たまたま、調子が悪かっただけかもしれない」と思い、さまざまなパター
ンでアミノ酸を試してみることにしました。そして、１年以上にも渡るさまざまなテストの結果、アミノ酸の筋肉
疲労に対する効果を確信いたしました。今では、アミノ酸を摂らずに登山をすることは考えられません。

〔この項はインターネットから日本山岳ガイド連盟 三島健悦の説明です〕
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山
山行
行報
報告
告

2821ｍ

(土)

2799ｍ

(日)

2759ｍ

2678ｍ

2641ｍ

2630ｍ

メンバー：
〈Ｌ〉岩井富雄、荒井英治、的場邦夫、岩越理代、島倉津也子

【行程記録】
8／6

扇沢出発 8：05

大沢小屋 9：35～45

雪渓に取り付く 10：15
11：07

昼食 10：45～

針ノ木小屋 13：35

蓮華岳へ往復 14：20～16：25
8／7

針ノ木小屋 5：25

スバリ岳 7：50
11：00

荒

赤沢岳 9：50

鳴沢岳

新越山荘 11：50（昼食）12：15

岩小屋沢岳 13：05
50

針ノ木岳 7：00

種池山荘 14：30～14：

扇沢登山口 17：50

井：40 年ほど前の遥か昔に白馬から蓮華まで縦走したが、その時の風景の記憶がほとんどない。その時
は雨の中を歩いたが、今回は天候も良くて、富士山まで見ることができ、雷鳥の親子連れが幾組も姿
を見せてくれた。テント場からの星空も良かった。汗ばんだ体に谷から吹き上げる涼しくて極楽気分
の稜線歩きを満喫しました。大満足！

的

場：扇沢から雪渓を歩かずに秋道を登った。蓮華岳へザックを小屋にデポして往復、コマクサ咲き、遠
く槍・穂高を展望することができた。二日目も晴れ。黒部湖を眼下に幾つもの山頂を up・down を繰
り返しながら登りきった。この日は 12 時間を超える行動時間となり、歩数計は 34,000 歩になった。
展望良く、パーテェも良く満足。

岩

井：このコースは 2 度目。天候に恵まれて北アの峰々を見ながらの稜線歩きを楽しみました。午後には
雲が湧き、峰々も見え隠れするようになって、「山は朝の早立ち」を再認識した。

島 倉：歩き登ったものだけ眺めることができる絶景に大満足でし
た。2 日間の快晴とパーテェに感謝です。

岩 越：天候に恵まれました。暑かったけれど、沢の水が冷たくて
気持ちよく、時折吹く風が体を冷やしてくれたおかげで熱中
症にはなりませんでした。縦走のアップダウンはきつかった
し、柏原新道の長い下りでは足裏が痛くなってつらかった
が、登山口が見えた時、ロングコースを歩き通した何ともい
えない充実感でいっぱいでした。〈L〉はじめパーテェの皆
さんありがとうございました。

針ノ木峠から針ノ木岳とスバリ岳
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自主企画 山行報告

(月)

(土)

メンバー：岩井富雄、背渡健治

雲ノ平～高天原～水晶岳～鷲羽岳～黒部五郎岳縦走記録と感想

岩井富雄

◆ 8 月 15 日（月）雨
テント泊のため食料品を調達する。13：00 出発。天候が心配、とりあえず折立でテント泊。16 日に太郎平小屋
で情報を把握することにしました。
折立着 15：00

15：30 テント設営完了。空は明るく天候は良い方向に向かっている。下山してくる人に話を

聞くとほとんどの人がテント泊であった。
◆ 8 月 16 日（火）
起床

4：10 曇り時々晴れ。出発 5：55、太郎兵衛平 10：00 着

登山者はまばらであった。

コーヒータイム後、太郎兵衛平出発 10：30 薬師沢小屋へ。時間に余裕あり第１徒渉点で沢の水に足を入れ冷た
くて気持良い。薬師沢小屋着 13：30。思っていたより登山者が多いと感じた。小屋の主人は今年は「山の日」
制定で例年より多いと言っていた。

◆ 8 月 17 日（水）小雨。
薬師沢小屋出発 5：50。樹林帯の中なので雨具は使用しない、アラスカ庭園で雨具を使用する。雲の平山荘着 9：
30。行動食をとる高天原峠経由で高天原山荘着 13：30。高天原温泉へ往復 1 時間かけて露天風呂に出かけ、1 時
間ほど温泉につかる。驚いたのは雲ノ平山荘から往復 6 時間かけて温泉へ入りに数人いたのにビックリしました。

◆ 8 月 18 日（木）
高天原山荘出発 5：40 曇り

稜線は雲に覆われて見えない。途中水晶池に立ち寄る、晴れていれば水晶岳が水

面に逆さに写っているはず今回は写っていないのですぐに引き返す。岩苔乗越着 8：40。ワリモ岳分岐に荷物
をデボして水晶小屋へ向かう小屋の従業員に釣鐘の音で見おくっていただき水晶岳へ出発した。水晶岳は別名
黒岳呼ばれているとおり黒い岩であった。分岐へ戻りワリモ岳、鷲羽岳へ向かう雨は本降りで登山道の砂状の
土が流れていて岩場は滑り易いので慎重に行動した。晴れていれば鷲羽池が見え、向こうに槍ケ岳が間近に見え
るはず、今はひたすらに三俣山荘へ進むだけ三俣山荘 15：30 着、団体客などで予想以上に混雑していた。

◆ 8 月 19 日（金） 晴れのち曇り
三俣山荘出発 5：30 山荘前から槍ヶ岳見える。
三俣蓮華岳～黒部五郎岳～赤木岳～北ノ俣岳～太郎平小屋着
17：30 歩行時間 12 時間かかり予想以上に時間を要した。
今日も途中雨が降り雨具を着たり、脱いたりしました。

◆ 8 月 20 日（土）晴れ
太郎平小屋出発 6：30。周りの山々が綺麗に見える。
朝食前に太郎山まで写真を撮りにでかける。
折立着 9：45。小杉に 13：00 ごろ到着。
薬師沢にて

《感

想》

岩井富雄

黒部源流の山は奥山で、山域には温泉があり人気のコースでお盆過ぎて平日にもかかわらず多くの登山者で賑
わっていました。このコースは北アルプスの奥深い山で長い日数を必要です。
私は 5 泊 6 日間の山行は初めてで、体調に気をつけて準備しました。私たちの 1 日の歩行時間は 7 時間 30 分
から 12 時間でした。三俣山荘から太郎平小屋まで地図では 9 時間 20 分のところ 12 時間もかかってしまいまし
た。連日の行動で疲労の蓄積が原因と考えています。

（次ページへ）
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高天原温泉では乳白色の湯に入りこれまでの疲れを取れ贅沢な気分になれた。小屋へ戻って見ると折立登山口で
一緒の方がおられ、いろいろ話をしていると直ぐに身近な人にかんじた。またここまで来る登山者は、立山周辺の
登山者と一味違う雰囲気が感じました。
水晶岳は、本降りの雨で視界が悪い、鋭角に尖ったりゴツゴツした岩場で 2 つのピークからなっている山、雑穀
谷の訓練を思い出しながら慎重に足を運んだ。
ワリモ岳は岩稜の山であるが難しい山ではないと思った。鷲羽岳は、頂上付近で水平に 10m ほど鎖が張ってあり
雨も降っていたので慎重に足を運んだ。
黒部五郎岳は、黒部五郎小舎から頂上へ稜線コースと五郎カールの２コースあり稜
線コースの方が時間かかるのでカールコースへ行くことにしました。特別に難しい山
ではないと思います。
この山域は良い天候に恵まれれば最高の所です。入るには少人数で三点確保の訓練
と経験があり、体力に自信のある人です。私たちの年齢を考えれば同じ小屋の連泊を
取り入れ、ゆったりした行動が必要と思います。

６５＆７０メモリアル山行

背渡健治

今年 65 歳になった。
“この節目の記念に憧れの黒部源流に行きたいな”の想いを話したら、岩井さんも今年 70
歳だとか…。
「思い出づくりに行くか！」となってプランを立て自主企画として進めた。そして、このロングコース
を遂げるためには体力づくりが必要と思い、春頃からスポーツジムでトレーニングを開始。三島野クラブ企画の山
行は「訓練」と思い通常の倍の負荷を背負って参加した。
出発の日はあいにく雨だったが、折立の登山口を出発するときは雨も止み晴れ間ものぞいた。今回の山行で、山
で出会った人たちと話していると「いろんな登山の仕方、形あるんだな！」と気づかされた。ガイド本のコースど
おりに登る人、黒部五郎岳が好きでこだわり太郎平小屋～黒部五郎小舎～太郎平小屋を 4 日間ゆっくり味わうよう
に歩く人、雲の平山荘に連泊し、庭園めぐり（日本庭園・ギリシャ庭園・アラ
スカ庭園・スイス庭園など 8 つの庭園名称が付けられている）を楽しむ人、雲
の平から往復 6 時間かけて高天原の温泉を楽しむ人、山荘に留まり晴れを待っ
て行動する人等々。誰でも自分に合った計画を立てれば楽しい山行ができる例
に接することができました。
今回は雨にも遭ったが記憶に残る「メモリアル登山」でした。パートナーの
岩井さんありがとう！
高天原の T シャツが売り切れて買えなかったことだけ残念！

堀井の友人

剱岳カレンダーの紹介
剱岳の 名ガイド・稲葉 英樹さん の病気か

らの復活を支援す るカレンダーです。２ ０

１６年版は三島野 ｓｃの有志の方に１０ 部

ご協力をいただきました。
「稲葉ガイドを支

援する会」として １５０万円カンパした と

報告を受けました 。来年度２０１７年版 作

成したとのことで 支援メンバーの友人か ら
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依頼がありました。

登山をカレンダーにしました。

誌上をかりてお願いする次第です。

キルで案内する剱岳山岳ガイド。そんな山岳ガイドと行く

尚、１部１０００円です。

ご希望の方は

立山信仰登山・先達の流れをくみ、厳しさに鍛えられたス

へ
25-2792 or 090-1314-6394
堀井泰則

カレンダーの表紙 冬の剱岳頂上

山 で 太陽の 斜 光 線を 背に 受 け

会報に載っている登山用語の解説

▼ ブロッ ケン

た時、正面の霧や雲に自分の姿が映し出される

現象。人影の周りに、二重三重の虹のような光

輪を伴う。ブロッケンはドイツのハルツ山脈に

山で、魔女が集まる場所として知られている。

ここでこの現象が観測され、初めて報告された

ためこの名前が付いた。ブロッケン現象。光環。

接 近 し た 二つ の 頂 上 を 結 ぶ 稜 線

御来迎（ごらいごう）

▼吊り尾根

が、吊り橋をかけたように弧を描くところ。二

つの山頂を結ぶ、たわんだ（きれいなアーチ状

の）尾根。奥穂高岳と前穂高岳の間の尾根が代

表的。

▼岩稜 急峻な岩の尾根のこと。

▼コマクサ（駒草） ケシ科コマクサ属。つぼ

み が 駒 馬( の) 顔 に 似 て い る こ と か ら 駒 草 と な
る。高山植物を代表する花のひとつで「高山植

有 峰 の折立 登 山 口か ら薬 師 岳

物の女王」との称される。

▼ 太郎兵 衛平

へのルートにある平らな鞍部。太郎兵衛平の名

の所以は長門（現在の山口県）の太郎兵衛なる

者がここで金を掘ったからといわれている。

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

9 月世話人会は 6 日(火)と 20 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）

◇ 山は夏から秋へ急速に移ります。まだ夏の色を残しつつ、秋の色になり、気温も急激に下がります。
そんな山の気候をこころして準備を怠りなく！
◇ 労山女性交流集会の成功に地元富山の女性の力で成功させたいものです。新幹線効果もあって立山、
剱岳への入山者が増えているとか。豊かで美しい秋の立山を全国の山好きの女性たちに知ってもらい
ましょう！
◇ 「夏はやっぱり北アルプス」という実感が山行報告に描かれています。北アルプスは地元の山です。
今年行けなかった会員諸氏は来年に向けて…ちょっと気が早いかな？
◇ 歳を重ねて経験が豊かになる。と同時に身体能力が下降してくることは否めない。…そこでサプリメ
ントで何とかならないかと。その効果は認められるようですが、しかし、あくまで基本は日常のトレ
ーニングだと思います。
◇ リオ・オリッピクで寝不足になった日もありました。が、やたらメダル取り競争を煽る報道が目に余
る。4 位、5 位でもすごいじゃないか。僅か一勝でもそこに込められた努力は大変なものだったと思
います。そして、なにより気になるのは「ニッポン・日本・にっぽん」のコールとメダル獲得競争の
『国別対抗』的報道。真摯にスポーツに挑む選手がボヤけ、獲得メダルがすべての評価となってしま
うことが気になる。ましてやこれを通じて『国威発揚』などもってのほかだろう！

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。

