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5/7 筍掘り＆ＢＢＱ
5/14 大日山
5/28 鋲ヶ岳・烏帽子山

6/4 労山県連合同
クリーンハイク in 二上山
6/11 登山せみなー 雑穀谷
6/25 頸城駒ヶ岳
〔自主企画〕
5/28～29 美ヶ原・蓼科山
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〔寄稿〕雪崩事故について

伊藤正一さんを偲ぶ

会報

会報 200 号発行を迎えて

代表 岩井富雄

三島野スポーツクラブは、1997 年 10 月から 1 年半の準備期間をへて 1999 年 4 月 26 日に 18 人の参
加のもと設立総会が開催され誕生しました。会報は設立後すぐに第 1 号を発行し、本号 2017 年 5 月号
で 200 号を迎えることになりました。
会報は、クラブ員みなさんを繋いで、絆を強める機関誌になっています。
この会報に紹介されている山行報告の一口感想の報告などが載せられていて読むと、会員の山登りの
楽しさや高山植物のお花畑に感動する様子が伝わってきます。また、安全登山、事故防止の対策や登山
に必要な体力づくり、書籍の紹介など多彩な記事になっていると思います。
利益を追い求める団体でなく趣味のクラブです。ボランティア団体で 200 号 18 年間継続発行してき
た会報は活動の歴史が綴られています。私たちの誇りにしても良いのではないでしょうか。
今後は、今まで一人の担当者で作成していましたが、編集委員会を発足しましたので更に多彩な記事
を掲載し充実した会報になると思います。会員の皆さんも積極的に原稿を編集委員まで提出されて次の
会報が届くのがより待ちどうしくなる会報にしましょう。

会報 №1

会報 200 号おめでとう

寺山秀行

私は、三島野クラブスポーツの結成の頃(１９
９９年４月)に会報つくりを担当していました。
創刊のころの様子についての記憶を記します。
その頃は、ようやくパソコンと携帯電話(スマ
フォはまだ無い)の普及はじめ、またデジカメも
出初めた時でした。なので、原稿は郵送か fax
で送ってもらってワープロに打ち込む、写真は
焼いたものをコピーして編集したものです。
そして印刷も最初はモノクロ版のコピーでした。そのうちしばらくしてカラーコピーで印刷できるよう
になり、編集もパソコンを使うようになりました。
会報にとって一番大事なことは、内容の充実はもとより、期日までに必ず会員に届くことだと思いま
す。その意味で原稿の期日厳守など会員の協力が不可欠なのは言うまでもありません。これからも更な
る充実を期待しています

会報を担当して

堀井泰則

№113 から会報作りを担当することになり、それからは毎月 20 日を過ぎると私の頭の中は「会報」だらけに
なってしまう。
“絶対に 1 日発行厳守”を頑固に守るため日が迫ると作業が深夜になることも…。ウイスキーの
オンザロックを舐めながらキーボードを叩く日も多く、アルコール依存によってつくられることしばしばであ
る。イヤイヤやっているような向きに受け取られかねないが、ほんとうのところは「満更」でもないのである。
わずか 10 ページ前後の小冊子だが、この会報を待っている 50 人近い会員がいると思うと責任感の強い？自分
のメンツにかけても…と作成に気を注いでしまうのだが、一番気になるのは出来栄えである。印刷し終えて“自
己満足”する瞬間がうれしい。出来栄えが悪いから、面白くないからと購読を断る人はいない（無料だから）の
だが、三島野スポーツクラブの「登山と文化」の具象化のひとつとして役立てたらと思っています。これからも
体力と気力あるかぎり携わっていきたいと思っています。
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5/3～5/4

5 月・6 月企画

燕岳

は参加申込を締め切りました

（日）
◆小杉駅南口 8：30 に集合し出発 竹林まで約 6Km をウォーキング
そのあと、古洞の森（送迎バス）にてバーベキュー

竹林でタケノコ掘り

※竹林に直接行くことも可

◆参加費用は実費
◆参加申込 4 月 27 日まででしたが、5 月 2 日まで受付けます。岩井富雄へ ＦＡＸ0766-57-8180 へ
◆皆さんの山菜料理の持ち込み歓迎。嗜好品は各自で用意する。
お酒を飲む人「車厳禁」です。
だいにちざん

（日）
1368ｍ 石川県加賀市

鞍掛山、富士写ヶ岳と並んで加賀三山と
称されて、その中でも最も高度が高い大日
山。日本の山ガイドによれば白山よりさら
に古い時代の火山なのだそうです。

【集合・出発】5 時 30 分 薬勝寺Ｐ
【行程】
登山口 7：30～45
屋 10：30
30

池洞新道登山口 8：00

大日山 11：50 昼食 12：20

徳助ノ頭 14：00

大日避難小
小大日山 13：

徳助新道登山口 15：20

Ｐ15：30
〈Ｌ〉的場邦夫 〈ＳＬ〉背渡健治
体力度★★★☆☆ 技術度★★☆☆☆
単純標高差 約 900ｍ 累計標高差 約 1100ｍ
【参加申込】5 月 4 日までＳＭＳ090-4320-5325 的場
又は、ＦＡＸ0766-23-2446 背渡へ

（日）

びょうがたけ 861ｍ

えぼしやま 1274ｍ

僧ヶ岳の一角にありながら
毅然とそびえる山
【集合・出発】7 時 00 分 薬勝寺Ｐ
【行程】嘉例沢森林公園

鋲ヶ岳

のぞき

標高 1000ｍ・展望 1

御前峰

烏帽子山山頂

登山路を下る
（登り 3 時間 下り 2 時間 20 分

標高差 670ｍ） 体力度★★☆☆☆ 技術度★☆☆☆☆

【参加申込】5 月 18 日まで 岩井富雄へ ＦＡＸ0766-57-8180
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美ヶ原・蓼科山登山

林 憲彦 自主企画
☆ 実施期日

5 月 28 日（日）・29 日（月）

☆ 宿泊施設「白樺湖ホテル パイプのけむり」 ℡ 0266-68-2000
１泊２食
☆ 募集人数

5,900 円（税込み）
（人数や男女の比により増減）

7 名（男性の優先枠有り…運転手確保のため）

美しの塔

7 名を超え 12 名に達したら車を１台追加する事も考えています
☆ 参加費用 交通費 3,400 円・宿泊代 6,000 円・その他 600 円≒10,000 円（概算値）
交通費は参加人数により増えることがあります。
☆ 参加申し込み 林 憲彦 （0766-82-6035 or 090-8099-2954 e-mail 可）
☆ 参加申し込み〆切

（日）

5 月 19 日（金） 定員になり次第締め切ります

労山富山県連盟共同企画

至伏木

今年は久し振りに労山県連傘下の３団体が一緒になって二上山の遊
歩道・車道のゴミ拾いを行います。三島野スポーツクラブ、富山ハイ
キングクラブ、富山勤労者山岳会の３クラブの合同イベントです。 氷
見市、高岡市在住のクラブ員の中には『わが庭』のように歩き回って

至富山

8 号線
志貴野中

いる方もおられます。私個人的には昔小学生だった頃、バス旅行で立
ち寄り、ミニ遠足を楽しんだ遠い昔の思い出の場所です。
（麓のお寺に

高岡市役所

飼っていた犬が山道を案内してくれた。）
また、大伴家持のゆかりの地、加賀藩 2 代目藩主前田利長が一時居

高岡工芸グランド

城としたこともある史跡で、富山県人にとっては馴染みの深い山です。
ここを綺麗にして、勤労者山岳連盟の活動、存在をアッピールしょう
という若干不純な計算で、地元地方紙に事前宣伝を効かせておきまし 広小路交差点
た。深緑の中を歩き、小鳥のさえずりを聞きながら、他のクラブの人

古城公園

たちとおしゃべりしながら、ゴミを拾いましょう。

たくさんの方に参加して頂きたいと思います。 （荒井 記）
《行動予定》
：午前８時３０分に高岡市役所駐車場に集合し
て、城光寺野球場の駐車場まで車で移動し、そこで３班の
グループ編成を行います。それぞれのグループは違ったコ
ースを城山を目指してゴミ拾いしながら歩きます。城山で
各人が拾ってきたゴミを纏めてゴミの種類と重さを測り、
記録します。昼食後、帰りは登ってきた道を戻るか、別の
道を下って城光寺野球場の駐車場まで戻ります。高岡市役
所駐車場に帰着するのは午後１時３０分ころになります。
《参加申込》：５月２４日まで
2016 年クリーンハイク負釣山

岩井富雄 FAX０７６６－５７－８１８０
※参加人数の多い少ないによって班の数やコースに変更も
あります。
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（日）

経験があるから… 以前にやったことがあるから…が事故を招くこと
もあります。初心に帰って山登りの基本を学びましょう。反芻すること
で身に付きます。
渓流の徒渉、岩稜や急な登り下りでの三点支持、岩のゴ
ーロの歩き方、読図など雑穀谷の地で行います。

【集合・出発】8 時 00 分 薬勝寺Ｐ
（現地直行も可）

【参加申込】6 月 2 日まで岩井富雄へ

ＦＡＸ0766-57-8180

1498ｍ

（日）

回のルートはその反対側海谷渓谷ルート。

海谷三峡パーク…ハシゴ場…ブナの泉…頸城駒ケ岳山頂

下山も同じルート

標高差 800ｍ 登り 3 時間 下り 2 時間

体力度★★★☆☆ 技術度★★★☆☆

『偲ぶ会』
労山創設者 伊藤正一さんの志を受け継ぐ

■３月５日「伊藤さ んを偲 ぶ会」が生誕の地松 本

市で催されました。 西本会 長があいさつで「伊 藤

正一さんがいなかったら労山は生まれなかった

し、自分も今この席にいることもなかっただろう」

と尊敬の念を述べられた。

伊藤さんは 山小屋に 課す売 上税は理不 尽だと国

を相手に行政訴訟を おこし た。これを支援する 労

山内外の仲間たちが 全国か ら集った。これを機 に

国の山岳林野行政に 対峙し 考えることできた。 こ

れも先輩たちからの バトン だと思うと一層、労 山

に惹かれていく

（
「登山時報」５月号・藤元副理事長〔ふみあと〕より）

■３月３０日労山本 部で「 伊藤正一さんと元理 事

長・山本辰平さんを偲ぶ会」が開かれました。

伊藤さんの次男で雲 ノ平山 荘を経営する二朗さ ん

が出席し、
「父は人間が自然とふれ合える文化をつ

くることが重要だと 考えて 労山を志した」とあ い

さつ。日本の国立公 園は予 算が少なく、その管 理

もほとんど山小屋に 依存し ている貧しい現状を 指

摘し、
「自然保護を重視した父の思いに社会はあま

り近づいていない。 志を受 け継ぐというより、 わ

が身のこととして取り組んでいる」とのべました。

浦添理事長は伊藤さんが残した「（労山は）山岳会

であると同時に登山 に関連 した社会運動の会で あ

る」という文章を紹介し、
「この考えを労山の文化

として受け継いでいく」と語りました。

（しんぶん「赤旗」４／１付けより抜粋）
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頸城駒ヶ岳の厳つい山容

三島野ＳＣでは 2001 年に根知谷側から登りました。今

参加申込は 6 月 15 日まで堀井泰則へ

詳細案内は次号会報

（日）
634ｍ

633.7ｍ

メンバー：L 堀井泰則、林 憲彦、山本則夫、甲 厚子、
甲かほる、竹内啓子、藤井洋子、守田清子、松田理恵子
【行程記録】
薬勝寺 P 5：30 ⇒ 弥彦神社駐車場 8：30 ⇒ 登
山口 9：00

⇒

弥彦山頂上 11:00～11：50

⇒

越後平野から仰ぐ、二つの山

多宝山頂上 12：40 ⇒ ロープウェー山頂駅 13：
30

⇒

弥彦神社駐車場 14：00

⇒

弥彦温泉で

入浴 ⇒ 薬勝寺 P 19：20

ひとくち感想
甲

厚：弥彦神社では桜が満開。弥彦山～多宝山では
カタクリの花が咲き乱れ、
頂上からの越後平
野、日本海とすばらしい景色の山行でした。

山

本：三島野スポーツクラブに入会してすぐ膝の故障のため、去年はスキーと登山を断念していました。
今年より少しずつ復帰しようと、弥彦山行きに参加しました。天気に恵まれ、弥彦神社周辺の桜も
満開。また、弥彦山のカタクリの花もちょうど見頃。ウグイスのさえずりに歓迎され、久しぶりの
山行きで感謝！

守

田：弥彦山までの道中も弥彦神社境内もどこも桜が満開で、また弥彦山もカタクリ、イチゲ、コバイモ
等が目を楽しませてくれ、足を延ばした多宝山は、山全体にカタクリの花が満開で、まさに花を愛
でる山行でした。リーダーと運転手さんに感謝です。

甲

か：桜満開の弥彦神社にお参りして出発。ここの参拝作法は２礼４拍手 1 礼だそうです。日本海と越後
平野が一望できる弥彦山・多宝山。
（６３４ｍはスカイツリーの高さですね）カタクリ、雪割草、
キクザキイチゲ、オオタチツボスミレ等々が群生していました。日本海からの強風に吹かれながら
もしなやかに咲いている姿に元気付けられました。

林

：弥彦山と多宝山の二つを登ることが出来満足しています、花茎の先に薄紫の花を付けたカタクリが
大変な強風の中、左右に揺れながら耐えているのを見て、左右の風に逆らってきた自分の人生と照
らしこういう人生も有りか？と思ってしまいました。

藤

井：弥彦神社と満開の桜にパワーをもらい弥彦山へ。多宝山は頂上までカタクリの群生にホッコリ！

竹

内：良かったこと ①後にも先にも本日だけお天気上々でした。②サクラがあちこち満開。たっぷりお
花見ができました。③山では、カタクリをはじめとしてお花にたくさん会えました。④振り返って
見える広々とした農地、静かな海原、新潟って広いなあと思いました。山登りのお天気は良く快調
で、感謝、感謝でした。

堀

井：これまで隣の角田山に幾度か向かったその道すがら、弥彦山を横目
で見過ごしてきた。知名度でははるかに上回るその山に登ることは
“観光地だ”という程度に思って敬遠していたが、結構登り甲斐が
あった。この時季角田山に劣らないカタクリやキクサキイチゲの群
落があちこちに見ることができ、加えて並び立つ横の多宝山を行程
に加えたことで、充実した山歩きと豊かなカタクリ群落を楽しめた。
適度な「山歩き」の疲労感を脚にもたらし、心身の充実感を与えて
くれた。
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花に癒されて楽しい山行
松田理恵子
弥彦神社駐車場に着いてびっくり！満開の桜に迎えられ、歩き始める前から心がウキウキしました。登り始める
とキクザキイチリンソウ、オオタチツボスミレがかわいらしく咲いていました。登りばかりの道でしたが、花の名
前を言い合ったり、冗談を言い合ったりして楽しく歩きました。山頂に近づくにつれカタクリやショウジョウバカ
マが増え、トキワイカリソウやミヤマカタバミも見られ、その可憐さに癒されながら、みなで口々に「可愛いね、
きれいだね」ときょろきょろしながら歩きました。途中若い人や、
元気なご夫婦に追い越されたりしましたが、９人そろって花や会話
を楽しみながら登りました。良いお天気で、歩き始めるとすぐに暑
くなり、みな１枚、２枚と脱いで汗をかきながら登りました。しか
し、山頂に近づくと風が強まり、弥彦山頂では風を避けて昼食場所
を確保しないと落ち着いて食べられないほどでした。山頂から見た
越後平野は田園が整然と並んで広がり、真下には駐車場がはっきり
と見えました。反対側に目をやると穏やかな日本海が見えました。
ここまで十分に花を楽しんだので、このまま下山しようということになったのですが、先に多宝山を見ると、や
っぱり登りたくなり、集合写真の後、多宝山に向けて出発することにしました。途中にロープウェイ駅を通り、遅
くなったら利用しようと確認しながら進みました。ここからの道は、吹き飛ばされそうという言葉がぴったりの強
い風でした。それでも木々に囲まれた中を歩き始めると少し風も遮られ
はしました。なにより感動したのは、山道の両側に群生するカタクリの
花です。多宝山全体がカタクリの山の様でした。初めての光景でびっく
り。可憐な花が、強風に大きく揺れながら、それでも自分たちの生息場
所だぞと主張するかのように広がっているのです。
私はストックを持っ
ていかなかったのですが、みなさん、ストックの先をどこに当てるのか
道のわきまで勢力を広げているカタクリの花に気遣いながら歩いてい
ました。多宝山頂で記念写真を撮ろうとして、大事な三島野スポーツク
ラブの旗が、サブリーダーのザックから強風で飛ばされてしまっている

多宝山へ（旗は背にあった）

ことに気が付きました。みんなで探しながら下山しましたが、残念ながら見つかりませんでした。ごめんなさい。
強風の中、なんとかロープウェイ乗り場に着いたときは正直ほっとしました。階段状の長い登り道を思い出して、
あれを下るのは私の弱い膝にとってはなかなか大変だなあ、ロープウェイだとちょっとうれしいなと思っていたの
で。ロープウェイからの眺めもなかなか素晴らしく、越後平野が一望できました。到着してさらにありがたかった
のは駐車場近くまで行く無料バスが迎えてくれたことです。
「三島野の皆には叱られるね」なんて言いながらも、１
６０００歩あまりの山道歩行の後は助かりました。帰りは弥
彦温泉で汗を流し、予定より５０分遅れの７時２０分に薬勝
寺駐車場に着きました。良いお天気に恵まれ、咲き誇る花々
に癒され、みんなで会話を楽しみながらの大満足の山行でし
た。
弥彦山に登る途中に袋に入った土が置かれていて、持って
登る人々を見ました。
「山を少しでも高くするため？」などと
軽く考えて話していましたが、途中崩れた山道を補修するの
に使われていました。その作業をしている方が、
「ストックの
カバーをつけて登ってください。ストックの先がとがってい
ると山道がほじられて崩れます」と言っておられました。一
人一人の心がけやちょっとした助け合いでみんなの登山道が
守られ、自然が守られるのだということを学ぶことができま
した。
多宝山山頂にて
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（日）
メンバー：L 背渡健治、川端友嘉、熊木龍己、
續池 巌、林 憲彦、甲かほる、
續池静子、長谷部節子、藤井洋子、
宮本久子、
（お試し）有澤真知子

【行程記録】
薬勝寺Ｐ 7：52
目 9：50

閑乗寺公園 8：32

6合

山頂 10：47（昼食）11：30

風穴 12：00

閑乗寺公園 13：55

ゆずの里「やまぶき」入浴

薬勝寺着 15：30

ひとくち感想
川

端：私にとって今シーズン初めての山。トレーニングにはもってこいの山と思いました。適当に階
段あり急登あり、山菜も豊富で、
（山菜の八乙女）として来シーズンからこの山に・・・・・
目の保養から食の世界へ。
（その昔、最初は〔雪割り草の猿山〕と、決めていましたが・・・・）

宮 本：申し分ない天候に恵まれ整備された登山道。以前に登った時は風穴が一番印象的でした。
今回はお花に感激。ピンク色のイワウチワと茎の短い紅紫色のショウジョウバカマの群生
に心がいやされました。

林 ：２年ほど前に登った記憶が有ったんですが、山頂でようやく前回登山の記憶がよみがえりました。頂
上近く林道との交差点に涅槃の石像がありました。左脇を下にした珍しい涅槃像でここでの私のうん
ちくを２５日に命日まいりに来られたお坊さんに涅槃と西方浄土と北枕の関係を聞きました。当日
私の話した内容にほぼ間違いがなかったのでホットしました。（私は熱心な仏教徒では有りませ
ん）。 また三角点の山頂（？）の他に７５６ｍの「八乙女山」山頂に行けたのは今回の大きな収穫
でした。
甲 か：ショウジョウバカマとイワウチワが私たちを迎えてくれました。
ようやく雪解けが終わった八乙女山。若葉がいっぱいで山が輝
いていました。ふきのとうは家で「ふき味噌」に。おいしく
できました。道宗道だからか所々に観音様もおられ手を合わせて
きました。とても楽しかったです。近くに登りたい山がいっぱい
です。

背 渡：今回の山行は、山よし、天気よし、風呂よしの三拍子！！
長谷部：天候に恵まれ、花もきれいでした。すみれの花の種類も教わり大
変よかったです。

有

澤：今回はお試し参加させて頂きました。足慣らしにと軽く考えていました
が、なかなか大変でした。でも、和やかな中、春の山野草の名前を教え
てもらったりし楽しく参加出来ました。ありがとうございました。

藤

井：イワウチワ、オウレンの育ちをじっくり眺め、おしゃべりしながらピク
ニックした気分でした
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續池巌:八乙女山は花も実（山菜）も魅力的だが、トレーニング山行にも適した山だと思った。リーダーが小休止
を適宜取ったり、衣類調整を促してくれたので歩きやすかった。

熊木龍：快晴の登山日和になり、山野草を見ながらゆっくり三角点の山頂へ。頂上にも登る。砺波平野を眺めなが
ら昼食。山菜をとり下山。いい山登りでした。

八乙女山に花を訪ねて

續池 静子

快晴に恵まれた八乙女山に一昨年に続いて三島野ＳＣの皆さんと登りました。
閑乗寺公園の駐車場に着く。お天気は快晴、気温は低く風が冷たい。装備を整え出発する。緑のゲレンデを
思いおもいに登る。気持ちが良い。展望台では眼下に広々
とした砺波平野が見渡せる。八乙女峠へ続く林道を少し登
ると八乙女山登山口（五合目）の道標が見える。
しめた。山菜もゼンマイ、コシアブラ、タラノメ、雪が
解けたばかりの場所ではフキノトウがあってワイワイ言い
ながら採る。また頂上からの展望は抜群で砺波平野、立山
連峰など堪能した。登山道や風神堂、風穴など良く整備さ
れており地元の方がしておられるとの話しでした。
ちなみに一昨年の山行は５月１７日でヒメシャガ、コイ
ワカガミ、チゴユリ、ササユリ(つぼみ)、カタクリ、ナルコ
ユリ、キジムシロ、ウラジロヨウラクなどの花が咲いていました。ススダ
ケ（ネマガリダケの筍）を採っている地元の人がいましたが、今年は雪が
多かったのか未だでした。時期を変え山行するとまた楽しい！登山道に入
るとピンクの花ショウジョウバカマが丁度見頃に咲く。この花は頂上近く
まで群落を作りながら咲き乱れ見事だ。白花の一花を初めて見た。ミツバ
オウレン(三葉黄連）は既に緑の実をつけていたが、標高が上がると小さな
星のような白い花が咲いていて変化を色々楽しめた。スミレはタチツボス
ミレ、マキノスミレ、ゲレンデの草原にツボスミレなど種類が多くて名前が
よく分からない。白い花のモミジイチゴ（実は黄色で美味しい）
。頂上近く谷
筋には雪が残り涼しい。イワウチワの群落が何カ所もありピンクやシロの花
が下向きに可憐に咲く。ミヤマシキミの白い花は秋に真っ赤な実をつける。
ツルアリドウシもに赤い実。エンレイソウ、カタバミ、ユキツバキ、花を下
向きにサイゴクマメサクラ、オオカメノキの白い花。あずま屋の先で赤紫色
のユキワリソウを３株を見つけた。盗掘されていないので驚く。キクザキイ
チゲ（白と淡紫色）
。頂上下の林道にはマンサクが今や満開。標高に合わせ色々な花が一度に見られるなど思
いがけなく楽しめた。

藤井洋子さんのリフレッシュのための週間予定
定年を迎えた時、決めました。これからの人生は、好きなようにしようと。
（月）は陶芸 （火）はラージボール （水）は陶芸・カローリング （木）は陶芸・パークゴルフ
（金）はパークゴルフ （土）は、ラージボール
ゆっくりしたいときは、大好きな読書、母親譲りでしょうか着物をほどきチクチク、眠り薬代わりの
ラジオ深夜便を聞きます。他に、ラジオ体操、孫の犬の散歩。山に行きたいからしてます。
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寄稿

訓練中の雪崩事故を考える
岩井 富雄

3 月 27 日栃木県那須町のスキー場付近で登山講習中の高校生ら 8 人が雪崩の犠牲になりました。痛ましい事故が
なぜおきたのか、こうした事故を繰り返さないため何が必要か専門家・有識者の意見が新聞に掲載されていました
ので一部紹介します。

富山大学名誉教授

川田邦夫さん

雪崩の研究者富山大学名誉教授の川田邦夫さんは「雪崩に対する認識が甘いと感じました」と指摘されています。
3 月 27 日は 30 センチほどの新雪があったので、3 人の教諭が相談し、茶臼岳登山を中止。雪を踏みしめ進むラ
ッセル訓練をすることに変更しました。
開始後、降雪も風も激しくなります。先頭が樹林帯を抜けたところで雪崩に遭い、事故が発生しました。
責任者は「雪崩の起きやすい地点は認識していた。そこにちかづかなければ大丈夫」と判断していました。しか
し、訓練場所を安全とした理由は「経験則」にすぎませんでした。

危険性は認識できた
川田教授は指摘します。
「雪山に入るなら、常に雪崩の危険を考えなくてはならない。今回は低気圧が通り過ぎた
後、風が強まり、降雪が増え、まさに雪崩が起きやすくなる条件だった。認識が甘すぎる」
もう一つの問題は地形です。「（訓練場所の上部は）35 度から 40 度の斜面で大量の雪が積もれば、風が吹くだけ
で崩れます」
（川田さん）
。急斜面で樹木もないことは地形図からもわかります。雪崩の危険がありえる場所でした。
しかも、この講習会では雪崩の危険はないとの判断のもと、埋没時に電波で位置を知らせる雪崩ビーコンも準備
しませんでした。もともと登山中止のときの予定はなく、急きょラッセル訓練に変更するなど計画自体がずさんで
した。「講習会の事故は計画にないことをしたときに多く発生する」と指摘する山岳関係者もいます。

普及しない提言
講習会中の死亡事故は 17 年前にもありました。2000 年 3 月、北アルプス大日岳で国立（当時は文部省）登山研修
所の冬山研修会で 2 人の大学生が亡くなりました。
この事故を受け安全検討会が提言した内容は、
（１）講師個人の経験と勘に頼っていた指導を改め、安全対策や指
導方法を文章で徹底する。
（２）講師の質の確保などは一般に普及しませんでした。
英国では 1971 年、冬山で生徒ら 6 人の遭難死を契機に、山岳団体が協力し公的登山の引率者や講師を養成する
機関ができました。講師は準国家資格で、資格に応じて引率できる範囲が定められています。その後「教師が引率
したときの事故はずいぶん少なくなった」と機関の責任者から報告されています。これが世界のながれです。
しかし、日本ではいまだ講師を養成する機関もなければ、公的な資格もありません。
経験に頼った指導は「日本の登山教育の最大の欠点」という山岳関係者もいます。過ちを繰り返さないため、国
や山岳団体は事故の背景にあるものを含めて検証する必要があります。

弁護士

溝手康史さんの意見

指導者の資格制度もない
引率者はかなりの登山経験があったと思われますが、過去の経験を過信して
判断を誤ったのではないでしょうか。一般に登山者としての経験と、指導者と
しての経験はちがいます。学校で講習登山をする場合の資格制度もありません。
安全性が重視される学校活動では、リスクを冒さないことが重要です。
雪山で安全を学ぶ講習会は当然、安全が確保できる場所を選定すべきです。

雪崩の瞬間
（今回の事故のものではありません）

大日岳の事故では国が過失を争ったため遺族と裁判になりましたが、主催者側は事実関係を解明するために全力
を尽くすべきです。それがこの事故を今後の再発防止に生かす道だと思います。

私の思い
この事故で地元の教育委員会が高校の「雪山登山・訓練は中止する」方針がだされました。この方針では、登山技術の継承と登山文化の発展に
つながらないと思います。雪に関する専門家・当事者・登山家等で検討し事故を起こさない対策を提言されることを期待します。私は、提言や
意見に学びながら雪山登山・訓練は継続すべきと考えます。

10

三島野スポーツクラブ世話人会
任務分担

氏

名

住

所

TEL

携帯

代 表

岩井 富雄

射水市宝町 1364-35

57-8180

090-5177-9255

副代表

背渡 健治

高岡市五福町 11-45

23-2446

090-7080-2617

副代表

的場 邦夫

氷見市十二町 1037-36

23-2446

090-4320-5325

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

090-1314-6394

事務局

小坪 哲彦

射水市中太閤山 5-59

56-3028

090-4684-4198

世話人会は上記の方々と、川渕 順正、林
加藤日出子、甲

憲彦、山本 則夫、岩越 理代、

厚子で構成します

〔相談役〕山田 格

〔監事〕上田 千秋、竹内 啓子

5 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）
会員どなたでも参加できます。お気軽においでください。
至 大門

至 富山
小杉駅

◇ これからの企画の記事を載せるとき、その企画の魅力を伝え

ヌノヤ 寝具店

しみにしています」
「1 日に届いたよ」という声に励まされます。

はなみずき

イワオ歯科

◇ 会報を毎月定期発行して 200 号となりました。会員から「楽

るためのキャッチコピーやコメントに腐心してますが、そのた
その山を知る（登ったこともないのに語れるほどに）機会とな

AOKI

めに本やネットでその山を調べています。それが楽しくもあり
っています。
◇ 多彩な企画（自主企画も含め）が載っています。力量・技量

元町西部交差点

に合った企画を選んでください。〈Ｌ〉に相談することもアリ
至 太閤山

です。

世話人会より――

お詫びと事態を繰り返さないために

4/16 弥彦山企画で参加希望者を「置いてきぼり」にした事態がおきました。大変申し訳ありませんで
した。原因は参加受付担当者が申込 FAX を紛失し、参加者として登録せず計画書を送付しなかった。そ
のため出発時間を 30 分早めたことが伝えられなかったからでした。
今後は時間の変更はしないこと。また、万一のこともありますので、参加予定者は直前まで計画書が
届かなかった場合〈Ｌ〉に問い合わせてください。以上を申し合わせました
世話人会で以上のことを確認しました。

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
携帯 090-1314-6394
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フルカラーで見ることができます。
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