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

№ 204
2017 年 9 月 1 日
代表 岩井 富雄
射水市宝町 1364-35
TEL・FAX 57-8180

高ボッチ高原にて （長野県岡谷市塩尻市松本市）
小木 清 画

参加は申込は 8 月 23 日で締め切りました

(土)

2811ｍ

(日)

五の池小屋と
奥に飛騨頂上

【行程】
１日目

薬勝寺Ｐ

五の池小屋

濁河温泉登山口

継子岳 2859ｍ

屋(泊)

歩行時間 6 時間 15 分

2 日目

小屋から三の池

2959ｍ

五の池小
摩利支天

五の池小屋（2 時間 30 分）

下山(3 時間) 歩行時間 5 時間 30 分
コースは天候などの条件で変更もあります。
〈Ｌ〉的場邦夫

標高差 1100ｍ

体力度★★★☆☆ 技術度★★☆☆☆
【費用】約 15,000 円（山小屋と交通費）
【参加申込】9 月 6 日まで
右上・三の池

右下・摩利支天頂上

屋内部

岩井 FAX 0766-57-8180

上・新しくきれいな小

的場 SMS 090-4320-5325

(日)
人形山登山口までの林道が工事のため通行できません。
代替案を検討しましたが、中止することにしました。

新潟県糸魚川市／長野県小谷村

(日)

1,963m

はじめて糸魚川梶山新湯（雨飾温泉）からのルートで挑む計画を立てましたが、ルート経験者がお
らず、小谷温泉側からのルートとなります。
標高差 1200ｍ 登り 4 時間 15 分 下り 3 時間 15 分
体力度★★★★☆ 技術度★★☆☆☆
参加申込締め切りは 10 月 5 日 詳細は次号会報で案内します。
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≡労山全国連盟 ハイキング委員会主催≡

全国ハイキング学校へ 2 名派遣予定
岩井代表と金井洋子さん
○ 9 月 16 日(土)～18 日(月・祝)
○ 越後湯沢／ホテルクライム
○ 会費 20,000 円 （県連から補助あり）
（クラブで
も補助を検討中）

(土)

(日)

行 程
１日目 9/30（土）

第７回日本勤労者山岳連盟
北信越ブロック交流登山

【集合・出発】午前 11 時

薬勝寺池Ｐ→糸魚川ＩＣ、
糸魚川市内で昼食及び買い物

新潟県糸魚川市の海谷渓谷で 9 月 30 日〜10 月 1 日の一

海谷山峡パークに到着、
テント設営

泊二日で開催
長野、新潟、福井、石川、富山の労山仲間が交流する２年
に１回のイベントです。参加して他県の人と語り合いまし

午後５時交流会開始

２日目 10/1（日）海谷高地ハイキング（往復３
時間）下山後入浴し、薬勝寺池Ｐへの帰着は午
後６時ごろ。

ょう。三島野スポーツクラブとして３つあるコースのうち

【体力度】★★☆☆☆

初級コースの海谷高地ハイキングを選択して参加します。

Ｌ：荒井英治

●定員：10 人

午後 3 時に

→

【技術度】★★☆☆☆

●海谷山峡パークはロッジなどの宿泊施設はありません。全員テント泊となるので、参加は寝

袋を用意できる方に限られます。●１日目の昼食は糸魚川市街の食堂で摂り、夕食から２日目の昼食まで３食と
も各自準備となりますので糸魚川のスーパーで各自好みのものを購入します。
●参加費：６５００円（交通費、酒等のアルコール類費、入浴料等）
●参加申込：荒井英治まで
☎

0766-56-3058

〒９３９－０３２２

メールアドレス

射水市上野４６５

araieiji1192@yahoo.co.jp

●締切日：９月２０日（水）

すでに晩秋のたたずまいの山

1,744ｍ

岐阜県白川村／飛騨市

静寂と日本の季節の
移ろいの美しさを五感で味わう

【行程】
峠Ｐ

天生湿原

天生 籾糠山

カラ谷分岐

ブナ探勝路

登山路を下る

標高差 400ｍ 歩行時間 5 時間
体力度・技術度とも★☆☆☆☆
【費用】2,000 円（交通費、入山料ほか）

※ 詳細な案内は次号会報№205 を参照

(祝)
(金)

晩秋の奥秩父の名峰を訪ねる山旅
(土)

昨年、深田久弥終焉の山「茅ヶ岳」の山頂から眺
めた奥秩父の稜線にその峰はあった。北陸の地から
遠いその山岳域にこれまで全く目を向けることは
なかった。

2230ｍ

2599ｍ

一泊で 2 峰を踏破する欲張り登山。

※ 詳細な案内は次号会報№205 を参照
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奥大日岳山行記
松田 光恵
当日の天気予報は曇り、午後雨。中止もありと思いながら準備し
当日の天気予報は曇り、午後雨。中止もありと思いながら準備し前夜 9 時過ぎ
就寝。翌朝は眠さをこらえての出発とな
となった。
集合場所で、計画実行の賛否をめぐり相談の結果実施と決まり出発した。結果、
山上に雨雲来ず、時折雲の切れ間から日も差す絶好の日よりとなり、最高の「山
日も差す絶好の日よりとなり、最高の「山
の日」を楽しむことができた。
雷鳥沢でグループ分けすることになり
することになり、私は登頂を目指したが、必要時間を考
えると途中でＵターンになるのではと思っていた。室堂乗越を過ぎてからは、花畑の拡がりと地獄谷の眺望
えると途中でＵターンになるのではと思っていた。室堂乗越を過ぎてからは、花畑の拡がりと地獄谷の眺望が見事
であった。花々は、例年より２週間程度遅れているとのこと、絶好のタイミングで巡り合えたようだ。
花々は、例年より２週間程度遅れているとのこと、絶好のタイミングで巡り合えたようだ。ミヤマキン
花々は、例年より２週間程度遅れているとのこと、絶好のタイミングで巡り合えたようだ。
バイ、ハクサンフウロ、チングルマ、イワカガミ
イワカガミ、クルマユリ、ハクサンイチゲ、イワイチョウ
イワイチョウ、ウサギギク等々、
色鮮やかな可憐な花々を存分に楽しむことができた
むことができた。
曇天でもあり歩きやすく、さほどしんどい思いもせぬうちに頂上に
曇天でもあり歩きやすく、さほどしんどい思いもせぬうちに頂上にたどり着けたのは
たどり着けたのは意外であった。奥大日岳山
頂ではガスがかかり展望が悪く、剣岳の勇姿は残念ながら見られなかったが、下山途中には急にガスがはれ、眼下
く、剣岳の勇姿は残念ながら見られなかったが、下山途中には急にガスがはれ、眼下
に広がる景色に皆で歓声を上げながら見入った。
に広がる景色に皆で歓声を上げながら見入った。雨にも降られず、結果オーライの山行であった。
雨にも降られず、結果オーライの山行であった。
帰り、ケーブルを降りた立山駅での土砂降りは
ケーブルを降りた立山駅での土砂降りは予想外であ
ったが、山の天気の不思議さと、絶妙なタイミングで山歩き
できたことを感謝ぜずにはいられない。同行の皆さんのおか
げです。次の山行を楽しみにしている。

多くの登山クラブや地域で「山の日」記念企画が行われています。
多くの登山クラブや地域で「山の日」記念企画が行われています。三島野 SC でも「記念登山」2
でも「記念登山」 回実
施してきました。ネットで紹介さていた「山の日」記念全国大会の理念を紹介します。

大会理念
我が国は、国土の約 7 割を山地が
が占める「山の国」です。
山は、命の源となる水を生み、森林
森林や田畑を潤し、海を育てます。そしてまた、
、新鮮な大気が作られ
再び雨となって山にもたらすといった
にもたらすといった、自然のサイクルの根幹を担っています。古来
古来より、山は畏れと
敬意を持って尊ばれる存在であると
であると同時に、人間社会にとって恩恵の源として存在
存在しており、これら山
の恩恵は、次代を担う子どもたちに
どもたちに着実に引き継いでいかなければなりません。
そこで、本年 8 月に本県那須町で
で開催する第 2 回「山の日」記念全国大会では、「
、「山の日」の意義で
ある『山に親しむ機会を得て、山の
の恩恵に感謝する』ことへの理解促進はもとより
より、山の事故や自然災
害への対応、美しく豊かな自然を守
守り、次の世代に引き継ぐことの大切さについて
さについて広く浸透を図ります。
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8/11 （土）

奥大日岳 2611ｍ
メンバー：(Ｌ)岩井富雄、(ＳＬ)的場邦夫、宮本久子、

立山・室堂～奥大日岳

小坪哲彦、松田光恵、甲かほる、塚 良昭
有沢真知子、松田理恵子
【行程記録】
薬勝寺出発 4:30

立山ケーブル駅発 6:50

室堂ターミナル着 7:51

室堂発 8:15

雷鳥

平 9:05（２コースに分かれる）
新室堂乗越 9:57
11:35

奥大日岳山頂 11:20・下山開始

雷鳥平 13:35

室堂ターミナル 14:30

立山ケーブル駅着 16:20
吉峰入浴

グリーンパーク

薬勝寺着 18:50

11:00

ひとくち感想
岩 井； はっきりしない天候で実施するか中止するか悩みましたが、相談の結果実施することにしました。
時間が経つにつれ、早月小屋が見えるようになり実施してよかったと思います。
ウサギ組は、奥大日岳まで行くことができました。カメ組は力量に応じた行動、できて良かったです。

的 場； 雷鳥平のテント場を過ぎて、橋を渡ってから奥大日岳までの登山道はお花が満開で良かったです。頂
上はガスッていたが途中ガスが晴れた時の展望は綺麗でした。皆さーん、山の日は一緒に山に行きまし
ょう！！

宮 本； 途中で引き返してもいいと思いながら、仲間の皆さんのお陰で頑張り奥大日の頂上に立つことができ
ました。地獄谷に圧倒され、称名川源流、清楚な花々に癒された山の日でした。

小 坪； 今回はピークハンターの兎さんチーム 5 名とゆっくりと高山植物を愛でるカメさんチーム 4 名とに分
かれての山行となりカメさんチームでのエントリーでした。一面ガスってなにも見えない全行程でした
ので、ゆっくりとして高山植物を探す山歩きもタマには好いもんです。今回筋肉痛はゼロでした。

甲 か； 山の日だったので先週に引き続き立山に行ってきました。今回は、亀さんコースです。たっぷりの
雪解けのせせらぎを聞き、緑濃い山に囲まれ、お花を見たりお話をしたりしながら最後まで楽しく歩く
ことができました。大満足の山行でした。亀さんコースをつくってくださってありがとうございました。

塚

；室堂へ向けて進むにつれて、高原バスの車窓はガスで段々と視界が悪くなる。最悪の状況を覚悟
していたが、到着すると山頂は見えないが、ある程度視界が開けている。時間が差し迫る中、山頂
まで行けるか危ぶまれたが、的場さんそして宮本さんの先導のお蔭で時間内に到達することが出来
ました。剣岳は拝めなかったが、途中のお花畑や時折差し込む日の光に輝く山並みに感動した山行
でした。

有 沢；正直、とっても大変な登山でした。日頃の鍛錬もなく参加した自分を情けなく感じました。でも
皆さんに励まされたり、助けられたりいろいろアドバイスも頂き自分にとっての山を見つめなおす機
会にもなりました。

松田り；８月も中旬というので、お花畑はあきらめていたのですが、例年になく多い雪渓と雪解け後の高山
植物に心癒され今回も楽しい山行となりました。登頂は無理かなと言われる中で的場さんや宮本さ
んのリードのおかげで登ることができて本当に幸せでした。ありがとうございました。
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(土・日）
メンバー：
〈Ｌ〉背渡健治、的場邦夫、岩井富雄 川渕順正、高井増美、松田はる美
金井洋子、今井千洋子、甲かほる
【行程記録】
▼8 月 5 日（土）
薬勝寺 P5：30➡立山駅 6：20 着 7：20 発➡広場（室堂山展望台）９：50➡浄土山南峰（富大研究施設）
10：05➡鬼岳東面 12：15➡獅子岳 13：30➡ザラ峠 14：00➡五色ヶ原山荘 14：50
▼8 月 6 日（日）
五色ヶ原山荘 5：45➡ザラ峠 6：30➡獅子岳 8：10➡鬼岳東面 8：55➡浄土山南峰 10：40➡一ノ越分岐
11：30➡室堂山荘 12：10➡室堂駅 14：20 発➡立山駅 15：50➡薬勝寺 P17：15 着
残雪多し（鬼岳）

ひとくち感想

背 渡：全員無事山行達成！！ メンバーに感謝。
的 場：今年は雪が多いので鬼岳周辺に雪渓が残り山行には
アイゼン、ピッケルが必要との登山情報がでていた
ので心配したけどしっかりとトレースが有り、無事
に通過できた。五色ヶ原はお花が満開でとてもきれ

上・獅子岳にて

下・ザラ峠から五色ヶ原

いでした。

甲

か：高校時代に行った五色ヶ原にもう一度の一念で参
加しました。ところが途中から脚が思うように動か
なくなって、皆さんからの励ましや協力のおかげで
無事行って来れました。本当にありがとうございま
した。お花畑や立山カルデラ、黒部湖等をしっかり
目に焼き付けてきました。

岩 井：会報を調べましたら、三島野スポーツクラブとして 2004 年以来 13 年ぶりの企画でした。私は 3 回目
の五色ケ原です。今年の高山植物が一番綺麗に輝いていました。雪解けが遅くなったのが理由と考え
られます。退院して初めての山行でしたが、初日のコンディションはあまり良くなかったですが、2
日目の後半になってようやく元に戻った感じがして、安心し今後の自信になりました。

今 井：このくだり恐ろしい。横を見ると崖。あーあー何で来ちゃったのか私。こわいー。と思いつつ一歩一
歩がんばった！ザラ峠。登山を始めたころ、大好きな先輩が教えてくれた五色ヶ原。憧れの山に皆さ
んのおかげで行ってくることができました。下りに弱い私に、前傾に体を倒して歩くといいよと教え
ていただいたり、登りは、一歩一歩膝を伸ばして行くと膝に負担が少ないよとアドバイスをもらいま
した。晴れあり曇りあり雨ありでしたが楽しい 2 日間でした。ありがとうございました。また、山に
登りたいと思っています。お花、雷鳥さんもありがとう。

高 井：そう甘い山ではなかった！が、高山植物が癒してくれました。日頃のつかれ、ストレスをも忘れさせ
てくれました。何よりも、堀井さんが、我々を笑顔で、カメラを set して待っていてくださり、２日
間のつかれも、吹っ飛んでしまいました。ありがとう！また、皆の協力で、全員が、無事下山でき、
皆さんに感謝してます。たくさん、助けられました。本当にありがとうございました。
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川 渕：四つの山峰を乗り越えて、ようやく辿り着く五色ヶ原。圧倒的な広さの緑の中に、小さい赤い屋根の山荘
が可愛く見えてくる。この日は山々の遠望はきかず、山容よりは足元に広がるお花畑に癒される。辺り一
帯に五色の花が咲き誇り、なんと種類の多いこと。高山植物が咲くのは、真夏のほんの短い期間である。
雪解けを待って色とりどりの花がいっせいに咲いたのであろう、どの花も愛らしくみずみずしい。そして
わずか数日の間に受粉し実を付け、種を実らせる。可憐なだけではなく、生命力の強さがある。今回は、
希少な黒百合やミネウスユキソウにも出会えた山行だった。（更に、帰路の浄土山南峰で、療養中の筈の
堀井さんに出会えたこともサプライズであった。

今年の目標のひとつ

―

無事に達成
松田はる美

今年の目標のひとつ。 五色ヶ原山荘に泊まりたい！！

花畑を見てみたい！！

無事に達成です（やったね！！）
まずまずの天気と最高の仲間に恵まれて楽しい１泊２日の五色ヶ原登山。昨年個
人的に登った龍王岳。別の角度から眺める彼がなんとカッコイイことか！！白・む
らさき・ピンク・黄色等のかわいい花達。登りで疲れている身体に彼女達の微笑が
心に癒しをプレゼント。なんとありがたいことか！！
そして、山の先輩達との会話・・・なんと勉強になることか！！ 山小屋に泊ま
るのさえ、人生２回目の私にとりとてもとても幸せな時間でした。
そして一番印象に残っていることは・・・・・２日目、浄土山山頂。下山し疲れきっていた私達の前に堀井
さんの姿！！！ 下山してきた私達をカメラをセットして待ってて下さいました。
そしてそして、仲間の皆さんが堀井さんの姿を見て男性も女性も本当に嬉しそう！！
山は年齢も性別も仕事も生活環境も違う人達をひとつにまとめる力がある。やっぱり山はいいな！！と感じ
た五色ヶ原登山でした。 ありがとうございました。

立山・五色ヶ原の山行に参加して
金井 洋子
山好きの友と参加し、想像以上のお花畑であった。今年は雪が多く、雪解けが遅かったからと聴いた。運が奏し
たかな？
出発前の荷物点検後、立山自然観察ガイドの本を買ったのに入れ忘れた（老いかな？）が・・・今回も、山だけ
ではなく山の花にも詳しい方に恵まれた。「あそこに」・・と指示があった所
には、沢山のチングルマの白の中に少数のハクサンフウロの赤がある。また、
コバイケソウの中にイワギキョウがひっそりと咲いている姿が印象的であっ
た。コバイケソウの上には、クロユリも隠れるように咲いていた。他には、
クルマユリ・アオノツガザクラ・シナノギンバイ.・ミヤマダイコンソウ・ミ
ヤマリンドウの名が思い出される。帰りには、雷鳥の親子や家族らしい群れ
を発見でき感無量であった。
L の言葉の中に「登りたい山と登れる山は違う」とあった。体調管理が大
切と飲み会もやめ、睡眠を十分とったつもりであったが・・・初日に軽度のふらつきを感じた。友に、深呼吸やい
っぱい息を吐いてから吸うという呼吸法のアドバイスを聞いてから小休憩で回復に向かうことができた。
（今までに
なかったこと）友に感謝します。
また、前回の燕岳でも感じたが自分は登りが弱いと。これから日々の生活の中に、階段を駆け上がる訓練を入れ
ようと思う。認知症にならないためにと言い聞かせながら頑張ります！皆さん、応援をお願いします。
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楽しく感じたことがある。一つは鎖のある所をはしごで登り降りする。二つは雪
渓を歩く（アイゼンの使用なし）である。すこーし、得意かな？また、ざら峠の下
りも楽しかった。昔なつかしい坂を降りる気分であった。
帰りの浄土山でのサプライズには驚きと言葉にはできない感激があった。それは、
堀井さんの登場である。
彼は病と自分との戦いの真最中。その休刊日を利用しての登山だった。一緒に室堂
まで下山。なんだろう・・・何ともいえない心地よさを感じた。
また、感動の出来事が二つあった。一つは、岩井さんの自己管理能力だ！！心臓
の伝導障害から復帰。リハビリをきち
んとしての山行参加であった。（計画
的）二つは、リタイヤしそうになっているメンバーをサポートしなが
らの山行。叱咤激励をするＳL、見守る L、やんわりと気を他に向けさ
せようとするＳL、メンバーの荷物の分担をする。山ならではの協力体
制を目の前でみた。山行メンバーが本当に一つになる光景であった。
“だから、山はいいんだよ“
いっぱいの感動そして楽しさと美しさを感じた山行であった。そし
て、自己管理の低さや老いを教えてくれた山行でもあった。これからも、体力・気力を維持しながら参加を継続し
ていきたいです。皆さん、よろしくお願いします。

気まぐれ浄土山
堀井泰則
7 月に入院することになって楽しみにしていた「北八ヶ岳」や、それ以降の三島野 SC 企画に参加できるよう
になるのは何時になるかわからない。2 ヶ月先だろうか？年内復活は？などと思い巡らしていた時、
“いったん
退院”を告げられた。それは 7 月 28 日から 8 月 7 日までの 10 日間余。それは「夏山シーズンの真っ盛り」の
時季と重なる。
“せめて北アルプスの雰囲気を肌に感じたい”
“残雪と高山植物のお花畑を眺めたい”という山
への想いをいま可能にするのは「そこは立山しかない」だった。
しかも、退院して体を動かしながら、体調を整える期間が 10 日間
あり、しかも、ちょうど三島野 SC 企画の五色ヶ原と重なることを発
見して、密かにニタリ。早朝サイクリング 10 数キロ走行を 4 日間行
ったりしながらその日を待った。前日にはザックのパッキングやら準
備 OK。
立山ケーブル始発電車に乗る。室堂に立って雄山を仰ぎ、大汝山・
別山・大日岳への稜線をなぞった。そしてゆっくりと靴が登山道を踏
むのを確かめるように室堂平を周回してから、浄土山へ。急登では踏
ん張るチカラが弱くなっているのを感じながらもゆっくりと…。
浄土山の龍王岳を見上げる位置で五色方面から登り返してくる“な
かまの面々”をカメラに収めようとセットして待ち受けることにし昼
食。
いつもの“なかまの面々”がいつもの顔でやってきた。「しばらく
山に見放されたヤツが」「ベッドで臥せっているはずのヤツが」そこ
にいるのでビックリした面々。そんなみんなと握手しながら仲間がい
ることの喜びとすばらしさを体中に感じ、いっしょに室堂へと下っ
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『思い出に残る山行』 『峰に立った歓び』 『キツかった後のご
褒美』 『初めての山登り』 『初めての 3,000ｍ峰』
『だからまた登
る好きな山』 『好きな山に募る想い』…ETC。
会員諸氏の紀行文、山行記、思い出綴りを大募集します。
アルバムや記録を紐解き、あのときの感動‥を振りかえってみませ
んか。

〔三島野スポーツクラブ世話人会〕
任務分担

氏

名

住

TEL

携帯

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

代

世話人会は上記の方々と、川渕 順正、林
甲

所

厚子で構成します

憲彦、山本 則夫、岩越 理代、加藤日出子、

〔相談役〕山田 格

〔監事〕上田 千秋、竹内 啓子

9 月世話人会は５日(火)と 19 日（火）７時 00 分

至 富山
小杉駅

会員どなたでも参加できます。お気軽においでください。

AOKI

◇ 今年の夏山企画は立山周辺 2 企画。どちらも天候は何とかク

ヌノヤ 寝具店

イワオ歯科

至 大門

町）2739-1「はなみずき」です。
（布や寝具店横）

はなみずき

～8 時 30 分とします。
会場は小杉駅南口近くの射水市三ヶ（元

リアーしできたようで…。しかし、ガスが湧く不安定な天気だ
ったようですが、雲間に見える幻想的な山岳風景もまたそそら
れるものがあります。

元町西部交差点

◇ 「山の季節の変わりは早い」毎年 9 月になるとつい口に出る
言葉です。9 月下旬には色付き始め、雪が来るまで秋山を楽し

至 太閤山

むことができます。昨年通行止めだった籾糠山。いつまで通行できるか確認しましょう。
◇ 病床に臥してしまった編集子。なんとか発行に辿り着きました。今年の総会で「編集委員会」の必要性が
提起され、曲がりなりにもその委員会が功を奏しました。
『なんでも一人で請け負わないで集団で』行うこ
とで万が一のアクシデントに対応できることが実感しました。
◇ “夢は荒れ野をかけめぐる”有名な芭蕉が病床で詠んだ辞世の句。いま、荒れ野ならぬ来期の山を病床で
思い描いています。今まで遠いと埒外にあった北海道・東北・四国・九州の山々を“夢はかけめぐって”
います。

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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