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常念岳（一の沢登山道より）
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11／3～4
11／22

祖母谷温泉

籾糠山

瑞牆山＆金峰山
夫婦山
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命守る ヘルメット

小木

清 画

感想 塚 良昭
感想 林 憲彦

全国労山ハイキング学校の報告
岩井富雄・金井洋子

台風が来た その間隙に

的場邦夫

世話人会から
おしらせ

(日)

1,963ｍ

新潟県糸魚川市／長野県小谷村
布団菱の岩壁と紅葉

【集合・出発】薬勝寺池 P 5 時 00 分
【行程】 小谷登山口

荒菅沢

笹平

山頂

標高差 800ｍ 登り 4 時間

十月中旬は紅葉の見ごろ

登山ルートを下る
下り 3 時間 15 分

体力度★★★☆☆ 技術度★★☆☆☆
〈L〉新田俊明
【参加申込】 10 月 5 日まで岩井富雄へ
FAX 0766-57-8180 SMS 090-5177-9255

もみぬかやま 1,744ｍ
岐阜県白川村／飛騨市

(土)
予備日 29 日(日)

【集合・出発】6 時 00 分 薬勝寺Ｐ
【行程】
天生峠Ｐ

天生湿原

ブナ探勝路

カラ谷分岐

籾糠山

水平探勝路

登山路を下る

標高差 450ｍ 歩行時間 5 時間
体力度・技術度とも★☆☆☆☆
上・天生湿原

左・天生湿原の紅葉

【費用】2,000 円（交通費、入山料ほか）
【参加申込】
10 月 18 日まで 岩井富雄へ
FAX 0766-57-8180 SMS 090-5177-9255

全山が錦秋に染まる 紅葉の盛りの時季
その山のふところに入って
錦秋の世界にどっぷり浸かってみませんか
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みずがきやま

(金)
(祝)

きんぷさん

(土)
2230ｍ 山梨県北杜市

2599ｍ 山梨県甲府市／長野県川上村

晩秋の奥秩父の名峰を訪ねる山旅
昨年、深田久弥終焉の山「茅ヶ岳」の山頂から眺

瑞牆山

金峰山

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。
一泊で 2 峰を踏破する欲張り登山。
【集合・出発】薬勝寺池 P 5 時 00 分
【行程】
11/3

中央道須玉 IC

瑞牆山荘

茅ヶ岳山頂より

瑞牆山へ往復

瑞牆山荘（泊）
標高差 700ｍ 歩行時間 5 時間 30 分
11/4

瑞牆山荘

金峰山 往復

標高差 1100ｍ 歩行時間 8 時間 30 分
体力度★★★✭☆ 技術度★★☆☆☆
L：的場邦夫
【費用】15,000～17,000 円
【参加申込】10 月 24 日まで的場邦夫へ
携帯・SMS 090-4320-5325

(水)
いい夫婦の日に

784ｍ 富山市八尾町

歩行時間 ゆっくり 3 時間 標高差 430ｍ
体力・技術度とも ★☆☆☆☆ Ｌ：林 憲彦
詳細は次号№206 会報で案内します。

（土）

（日）
【行程】
12/9 杓子山登山 10：00～14：00

忍野八海

富士五湖・西湖の民宿へ
1598ｍ

1623ｍ

1738ｍ

12/10 鬼ヶ岳・王岳登山 歩行時間 5 時間 30 分
標高差 830ｍ 体力度・技術度とも★★☆☆☆
企画 L:堀井泰則 登山 L:的場邦夫
【費用】15,000 円
【参加申込】11 月 28 日まで
堀井 FAX0766-25-2792 SMS090-1314-6394
的場 携帯・SMS 090-4320-5325

杓子山からの富士山

西湖と富士山（鬼ヶ岳より）
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(土・日）
メンバー： 〈Ｌ〉的場邦夫 小坪哲彦 新田俊明 塚 良昭 森田絹代 守田清子
【行程記録】

一日目
薬勝寺Ｐ（5：30）➞小赤沢三合目駐車場 1310ｍ（9：25、
9：50）➞四合目（10：20）➞五合目（11：00）

➞六合目（11：40）昼食➞七合目（12：15）➞八合目（12：
40）➞九合目 2000ｍ（13：05）➞苗場山神社参拝（13：30）

➞頂上 2145.3ｍ（14：15）➞山小屋宿泊

二日目
小屋（7：00）➞五合目（9：10）➞三合目駐車場（10：20）➞
入浴 昼食後 帰路へ

薬勝寺池Ｐ（16：20）

ひとくち感想
坪：標高 2000ｍの広大な草原と数多くの池塘、さえぎるものは何一つなく人工の構築物は山小屋だけ、こん

小

な風景は初体験。輝く星空は吸い込まれるようで感動しました。二日間とも好天に恵まれ、またかかっ
た一人当たり費用も入浴代を含めて 13,200 円での実績も立派！！リーダーの緻密な企画と行動力、そ
して行きと帰り共一人での運転、ありがとうございました。

守

田：急登を登りきると、突然視界に飛び込んできた想像を超えるスケールの天空の湿原に ウワァァ
ー！！

もったいな過ぎる時間を満喫した山行でした。リーダーとメンバーに感謝です。イワショ

ウブは完璧に覚えました。赤い花に見えたのは実のようですよ。

場：八合目を過ぎて視界が開け草原に感動して、又林の中に入り九合目を目指す。林を抜けたら凄か

的

った。立山の弥陀ヶ原と違い人工物が何も無い見渡す限りの一面の湿地帯それに青い空、白い雲が
漂い感動した。これが苗場山の湿地帯。何時までも眺めていたい場所だ！！

新

田： 山頂直下に広がる高層湿原の雄大な景色、山行後の小赤沢温泉の真っ茶色の湯そして山菜がいっぱ
いのイワナ定食。記憶に残る山旅でした。

森

田：天空の庭の広さに感動！！ 贅沢をいうなら、その庭でお昼寝をしたかったです・・・。

天空の楽園 苗場山
塚 良昭
夜の２時頃だったろうか、激しい雨音で目が醒める。山行は大丈夫だろうかと心配しつつ、しばし浅い
眠りにつく。天候は回復に向っているので、期待しつつ出発する。
７時過ぎに上越 IC を降り一般道へ入る。まつだい道の駅（駅舎と併設）で二度目の休憩。ここで山小屋
で楽しむために日本酒「苗場山」を買うのだが、ちょっとした忘れ物をしてしまい、翌日再度立ち寄ること
になり皆に迷惑をかけてしまった。そこから１時間半程車に揺られ小赤沢三合目に到着。駐車場はとても広
くてトイﾚも完備、100台位は駐車できそうだ。先着の車が数台で、今日は登山者は少ないようだ。天候も徐々
に回復し青空も見えてきた。身支度を整え出発する。
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最初は緩い傾斜を快調に登るが、昨夜の雨で登山道には常に水が流れてぬかるんでいる。４合目を過ぎると
水捌けの悪い場所に丸太の輪切りが敷かれているが、水溜まりと泥で靴もスパッツも泥だらけになる。さらに
見通しのない樹林帯を進み高度を上げていく。登山口から１時間余りで５合目の標柱、さらに泥と岩ゴロの混
じった登山道が続く。正午前に６合目に到着し昼食をとる。この頃には青空が広がり日陰の下へ。この先９合
目までが岩場の急登で、右側がスパットと切れ落ちていたり、崩落箇所があったりと少々危険箇所の連続で、
数カ所の鎖場を注意しながら登る。登りきるとそこには広大な山頂湿原が広がり、あまりの美しさに歓声が上
がる。沢山の池塘とお花畑が４キロメートル四方の高層湿原となり、周辺の池塘に映える青空と雲が見事で正
に天空の楽園である。因みに山頂の池塘にミヤマホタルイやヤチスゲが苗のように繁って苗代田のようなので、
山名を「苗場山」と言うらしい。
花の名前もいろいろ教えていただいたが、なかなか覚えられない。記憶に残っているのは、チゴユリの赤い
実・イワカガミ・チングルマ・ワタスゲ・ハクサンボウフウ・イワショウブ・イワオトギ・ツバメオモト・カ
ニコウモリ等、間違っていたらすみません。
実に気持ちの良い山頂台地、山頂までずっと木道歩きかと思ったら、再び樹林帯の中へ。飛び岩場で地面は
ぬかるみ滑りそうで気が抜けない。一度湿原に出て、再び樹林帯を行く。あとは山頂まで木道が導いてくれる。
途中で苗場神社に立ち寄る。そこからの眺めも何一つ人工構造物がなく、湿原と樹林帯が何処までも広がり今
までに見たことのない景色だ。さらに進むと自然体験交流センターの屋根が見えてきた。ヒュッテの手前に祀
られた古い石碑とレリーフの前を通り、一旦苗場山頂上に向う。山頂
は針葉樹林に囲まれて眺望はない。そこで集合写真を撮り、２時半頃
に山頂ヒュッテへ。
荷物を持ち各自寝床を確保。食堂兼談話室で今日の疲れを癒しなが
ら、酒盛りをし山談義に花が咲く。県外の山行は初めてなので、先輩
方の話を楽しく興味深く聞かせて頂く。夕食を済ませ６時前に小屋の
裏手へ夕日を見に行く。オレンジ色がかった赤く大きな夕日が、雲間
から山並みに沈む景色は実に幻想的だった。
翌朝ご来光を拝みに行くが、生憎雲がかかり残念ながら見ることは出来なかった。朝食を済ませ７時前に出
発。早朝の湿原は靄がかかり実に幻想的だ。また朝露にキラキラ輝く草原が誠に素晴らしい。この場にずっと
佇んでいたい思いがする。L が何かを発見し声をあげる、見ると木道から可愛い兎が走り去って行く。
昨日は数名しか登山者と会わなかったが、今朝は沢山の人が登ってくる。流石に人気の百名山だ。山頂の大
湿原もここで見納めとなり、何度も振り返る。かすかに北アルプスの稜線が見える。こんなに素晴らしい所だ
と思っていなかった。名残を惜しみながら登山道をくだる。１０時過ぎに３合目の駐車場に無事に到着すると
沢山の車が停まっている。汗を流しに楽養館へ向う。鉄分を多く含んだ赤茶色の温泉で、湯船の底には沈殿物
が多く堆積していて、タオルまで赤く染まる珍しい温泉。貸し切り状態でお風呂を上がると、昨日山小屋で一
緒だった富山の団体が到着する。そば・山菜定食・岩魚定食と思い思いに美味しくお腹を満たす。何度か休憩
しながら全員無事に帰着。企画から段取り、車の運転まですべて L のお蔭で、楽しく山行させて頂き有り難う
ございました。また次回の山行を楽しみにしています。
余談ですが、昨年の春から日帰りで県内の山に登り始めましたが、きっかけは田中陽希さんのグレートトラ
バースを見て感動したからです。あのような素晴らしい山の景色を見てみたい、自分の足で登ってみたいと思
ったからです。その田中さんが８月２９日に富山国際会議場でスライド写真・映像を使ったトークショーを開
催されました。楽しく面白く興味深く聞かせて頂きました。来年の１月より今までの二百名山を含め、三百名
山（３０１座）を１年半かけて挑戦なさるそうです。今から楽しみにしています。
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9
9/3 (日)

山行報告

秘境・黒部

祖母谷
祖母谷温泉

メンバー：(L)岩井富雄、的場邦夫、林
、的場邦夫、林 憲彦、
塚 良昭、高井増美、甲かほる
【行程記録】
薬勝寺Ｐ6:30

宇奈月温泉駅発 7:57

欅平駅着 9:12

猿飛峡展望台 9:45

祖母谷温泉 11:15
（昼食・風呂）

欅平 10:20

名剣温泉着 12:00～13:30

欅平駅着 13:30 欅平駅発 14:37

宇奈月温泉駅着 15:54

薬勝寺 P 着 17:00

ひとくち感想
甲 ：家族と何度か行った黒部峡谷でしたが、今回はゆっくり絶景を見てその素晴らしさにあらためて感動
黒部峡谷でしたが、今回はゆっくり絶景を見てその素晴らしさにあらためて感動
してきました。また、初めて祖母谷温泉にも行き、白馬岳や唐松岳への登山口もあることを知り驚き。
帰り、秘湯露天風呂 名剣温泉に入り心も体も癒されました。

高井：夏がすぎ、季節の移り変わりをしっかり目に焼き付けてきました。めぐる、めぐる季節のなかで、頭
のなかは、仕事モード！が離れなかったけど、色々な話をし、笑いあって、楽しかった。感謝します。
あっ！宇奈月の地ビール(かもしか
かもしか)は、黒ビールで、ほろ苦くおいしかった
は、黒ビールで、ほろ苦くおいしかった

的場：45 年前に唐松岳から降りてきた祖母谷の登山口を確認出来、当時の事の思いだしとても嬉しかった。
青春だなー！！

塚 ：一昨年来のトロッコ電車の旅でした。祖母谷温泉へは初めて行きました。道中の奥深い黒部峡谷の景観は
素晴らしかったです。

岩井：雨の心配もなく観光客は少なかったのでスムーズにゆったりと行動を出来ました。

見どころ
どころ一杯 トロッコ電車での
での旅
林

憲 彦

宇奈月をトロッコ電車で出て、女優
宇奈月をトロッコ電車で出て、女優室生滋さんの軽妙なガイドで１時間 20 分もさほど長く思いませんでし
た。ウォーキングクラブで来た「栃の湯」の全景を眺めることが出来、痛い脚を引きずってここまで来たの
が思い出されます。宇奈月温泉木管事件碑（※）についてひとくさり。猿専用の吊り橋、仏石など沿線は見ど
ころ一杯です。
「出し平ダム」ではサラッと紹介していましたが、ダムの大量の堆積土砂を宇奈月ダムとの連携排砂で下
流へ流し、海にもそれが流れて底もの（貝・カレイ・ヒラメ）への
流へ流し、海にもそれが流れて底もの（貝・カレイ・ヒラメ）への漁業に悪影響を与えて
を与えています。
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トロッコ電車もダムも関西電力の所有
所有ものではこの様な説明は無理かも？
欅平から猿飛峡へは長い下りを歩くことになりましたが特別名勝記念物とあってなかなかの景色です。でも
こんな広い川幅をよく猿がとんだものだと疑問
を投げかけると、「ダムが無い頃もっと水量が少
なく川幅は狭かった」と物知り博士の説明に納得
しました。紅葉の時期にもういちど来たいと思っ
てパンフレットをみていると 11 月 1 日～30 日ま
での火・水・木のシニア（60 才以上・若い人ゴメ
ン）割引（５割引）がありました。クラブで是非
企画してほしいものです。
祖母谷への道の入り口に粗末な小屋があり「落
石等の事故が発生しても一切責任を負いません」
と警告とも脅かしとも取れるラベルを貼ったヘ
ルメットが 20 箇ほどありました。ここでヘルメ
ットを持っていない人は借用。登山や旅行に障害保険や生命保険をかけるように、登山には出来るだけヘルメ
ットを使用したいものです。
１時間ほどかけて祖母（ばば）谷温泉へ辿り着いたのですが食事の提供もなく入浴だけとのことで記念撮影
だけで折り返し「名剱温泉」で野趣あふれる露天風呂を楽しみ、お昼を頂きました。
道端には早くも萩の花が咲き秋を感じさせて
道端には早くも萩の花が咲き秋を感じさせてくれました。私みたいな貧想なものは「萩」は花札の何月？。
くれました。私みたいな貧想なものは「萩」は花札の何月？。
帰りのトロッコ電車に乗車中、小雨にあいましたが大満足の一日でした。
小雨にあいましたが大満足の一日でした。
（※）宇奈月温泉木管事件
宇奈月温泉木管事件は、戦前の大審院（最高裁判所に相当）が、初めて「権利の濫用」とう文言を判決文
の中て使い、所有権の濫用になる請求を許さなかった民亭裁判事件として有名である。
大正６年（1917）黒薙川上流から宇奈月温泉まで引湯木管か敷設されたとき個人所有地のわずか６平方メ
）黒薙川上流から宇奈月温泉まで引湯木管か敷設されたとき個人所有地のわずか６平方メ
ートルほどの部分につき承諾を得ていなかった。この土地と隣接地の買主が、土地所有権の
土地所有権の妨害を強調して時
下の数十倍の高値での全部買収を要求し、これを拒否されたため引湯木管撤去と立入禁止を求めて提訴したか、
第１審、第２審ともに敗訴した。大審院も質主の請求を認めなかった。
この法原則は、判例法として確立し、昭和 22 年の改正民法において第１条第３項「権利ノ濫用ハ之ヲ許サ
ズ」と成文法化され、すべての私権に適用される重要なものになっている。

今回は体力が少し落ちてきて心配している

甲

かほるさん

に「トレーニングの大切さ」について聞きました。

私は 2013 年に膝を痛め、正座もできないくらいでしたが、三島野の皆さんから大腿四頭筋を強めるこ
とが一番いいと教えてもらい早速取り組みました。寝転んで足首に錘を着けて脚を上げます。慣れてくる
と回数が増え楽しかった。１年くらいでほとんどよくなった。すると、手抜きが現れ、やらない日が多く
なった。ところが山に登ったら、途中でギブ
なった。ところが山に登ったら、途中でギブアップの場面が出てきて大反省です。現在は、
アップの場面が出てきて大反省です。現在は、
「山やスキーに
迷惑をかけず楽しく行く」を目標にして｢膝上げ」
「山筋ゴーゴー体操」、家の階段登り等を生活の１ページ
に入れてがんばっています。さわやかな朝イチにするのが続くコツです。

7

2017

9/16(土)～18(月・祝)

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

越後湯沢/ホテルクライム

参加者；岩井富雄、金井洋子
※ 台風の影響で大源太山登山はじめすべての野外行動は中止になりました。
【行動報告】
16 日(土)
６：５０

富山西インターで山村さんと合流

１０：１５ ホテル・クライム着
開校まで時間あるので近くの不動滝へ行く。歩行 60 分
１３：２０

開校その後１７：３０

高さ２０ｍぐらいで見事な滝

読図の研修：地図の見方と活用法

講師：宮内佐季子 （登山時報「地図読み迷人」著者
１７：３０～１８：３０ 夕食、休憩
１９：００～２０：００ 再び読図の研修
17 日(日)
７：００

朝食

８：３０～１２：００

安全確保の知識と技術について

講師：田上千俊

（八王子おおるり山の会）

１３：００～１６：００ ハイキングＡ・Ｂ・Ｃ研修
１６：００～１８：１５ 再び安全確保の知識と技術の研修

18 日(月) 敬老の日
７：４５

閉校式

９：００ 小杉へ出発
１３：３０

富山西インター着

2017 全国ハイキング学校に参加して
金井

洋子

9 月 16 日（土）～9 月 18 日（月）の 2 泊 3 日で全国ハイキング学校に、三島野スポーツクラブより岩井さんと共
に参加しました。富山 HC より山村さんが参加され、富山西インターから山村さんの車に同乗し、研修先の新潟県越
後湯沢ホテル・クライムまでドライブした。
受付開始まで 3 時間程余裕があったので、滝の沢にある散歩道を 1 時間ほどウォーキング。昼食には里山で有名な
へぎそばを口にした。そばには腰があり、歯ごたえを感じた。つゆには“からいすけ”を入れた。みそ味となった。
このみそ風味が何とも言えない味に変わった。
腹も八分目となり、ハイキング学校の受付場所へと足を急がせた。
参加者は２５名。全国ハイキング委員５名で教室が開校となった。
2 泊 3 日の予定で開校となったが台風 18 号の影響で 1 日半の講義のみとなってしまったのが残念であった。とても
楽しみにしていた大源田山への山行きは中止となってしまった。しかし、落ち込んでいたところにチャンスがやって
きた。それは、実技が織り込まれた「安全確保の知識と技術」を受講できたことである。当初、希望をしていなかっ
た講義であったが、現役時代受講した JPTEK を思い出した。ザックを使っての担架やザックとストックなどを使っ
ておんぶ搬送方法が印象深く残った。
今回の参加目的とした「地図の見方と活用方法」の講義は、知識不足を痛感させられた。ハイキング A・B・C を
活用しながら、自分なりに知識を身に着けて行こうと思った。また、
「目で見るリーダーのあり方」に関しては分かり
やすいパワーポイントでの講義であった。モラル的なことは理解できたが、その方に備わっている人間性・知識・技
術などが要求される事が大きいと思う。今の自分ではまだまだ遠いと感じた。
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定年を過ぎてから新たな挑戦をさせて頂き、三島野スポーツ
定年を過ぎてから新たな挑戦をさせて頂き、三島野スポーツクラブの仲間の皆さんに感謝をします。このハイキン
に感謝をします。このハイキン
グ学校での経験を今後の山行に生かせれるように時々はハイキング A・B・C で復習しようと思います。

リュックを繋いで担架をつくり搬送

テーピングテープの巻き方実習
川での水の圧力を感じる実習

台風が来た、その間隙に
的場 邦夫
御嶽山山行に向け準備万端にしていたが台風が接近して何とももどかしい気
御嶽山山行に向け準備万端にしていたが台風が接近して何とももどかしい気分になっていました。
分になっていました。岩井
さん、堀井さんからも無理するなと連絡を戴きました。でも自分としては 16 日は曇りの予報でしたし何
とか登山出来ると思っていましたが、前日の夕方に山行メンバーの川淵さんより電話が有り二人で検討し
た結果（登山指数が 16 日はＢ17
17 日はＤ）で山行中止の結論を出しました。下山報告先の小坪さんに中止
の連絡をしましたが、自分の中ではストレスが溜まってどうしようも無い状態でした。そこで日帰りなら
と.思い白山の登山指数を調べました。
思い白山の登山指数を調べました。16 日はＡでした。直ぐに単独山行の登山計画書を作り岩井さんと
小坪さん(下山報告先)にメールしました。
にメールしました。
朝、車の充電の事も考えて 5 時に出発し白水ダムの登山口に 7 時に到着しました。やはり台風の影響か
駐車の車の台数は 10 台位と少ない。準備をして登山届を出して 7 時半に登山開始する。室堂まで 6.9 キ
ロの登山道は年々整備されて登り易くなっています。いつもの休憩ポイントでタイムをチェックする。い
つもの所要時間だ。大倉尾根を登りきった所でポツポツと雨が当たって来た、クッソーなんでだーＡなの
にと思いながら雨具を出す。
室堂に着いたら登山者がやはり異常に少ない、やはり台風の為かと思いながら鳥居をく
やはり台風の為かと思いながら鳥居をくぐり新しい拝殿
に近づいたら無情の張り紙がしてあり奥社にお参りして下さいとの事これも台風か、折角 1300 年祭の為
に新しくなったのにお参り出来ないとは残念だ！！いつもはお花畑コースを通り大汝峰に登るが、今日は
雨だし展望が無いので剣ヶ峰へ向かった。
20 分程で剣ヶ峰に到着し、雨を避け奥社の拝殿の横で昼
食を食べ大好きなコーヒーを飲み室堂へ向かった。そこで
聞こえてきたのが白水ダムから平瀬の林道が台風の影響で
閉鎖するかもしれないので早く下山して欲しいとのアナウ
ンスだった。ビジターセンターに寄ることなく下山開始す
る。白水ダムの登山口に着いたのが３時でした。林道は閉
鎖されることはなく通過し平瀬で温泉に入り帰る。
翌日、ストレスは解消したが筋肉痛が酷い！！

登山届の様式と届出について
クラブ企画（個人企画で会報で周知したものも含む）以外に、会員
個々人が家族や友人などと行う登山・ハイキングにおいて、事前に「登
山届」が提出されていれば、遭難・事故が発生した場合、労山の『労
ハイキングＡＢＣの計画書の見本

山新特別基金制度』（労山の会員のための登山中の事故を救済する制
度）の対象になります。定期総会資料 16P～18P 参照。
届出様式は世話人会で検討中ですが、
「いつ」
「だれと」
「どこへ」
「ど
のルートで」「緊急連絡先」「装備」が明記されることが必須の条件で
す。当面、労山 編集・発行のテキスト「ハイキングＡＢＣ

第 4 版」

６２Ｐの計画書モデルをコピーし、送りますので利用してください。
。
提出は前々日の午後６時までとしますが、急な届出（前日）になっ
た場合は代表・岩井富雄までＦＡＸ送信し、ＴＥＬで確認してくださ
い。（代表も多忙で見落とすこともあります）

労山機関誌「登山時報」に小木さんの絵が登場します
右の絵は登山時報の 8 月号 №510 に連載されている「山のスケッチ」です。
来月 11 月号 №513 のこのページに小木さんの絵が掲載されます。編集委員からも
“どれも丁寧に描かれて素敵な作品”だと好評とのこと。小木さんのコメントと数点
の絵がカラーで紹介されます。
尚、この 11 月号№513「登山時報」は定期購読されていない全会員にもお届けしま
す。労山本部に「この号だけ欲しいのだが…」と問い合わせたところ、無料で提供し
ていただけることになりました。ぜひ、この機会に定期購読の会員が増えることを期
待したいと思います。

新日本スポーツ連盟富山県連盟

研修会 ＆ スポーツ交流
■ 10 月 14 日(土)～15 日（日）
■ 立山山麓 山野スポーツセンター（雷鳥バレースキー場）
一日目 午後 1 時 30 分～4 時 30 分
「救急救命講習」講師 富山消防署・救急救命士
入浴、夕食後 懇親・交流会

※ 山次先生の専門はスポーツ医

二日目 午前 9 時 30 分～11 時 30 分

学、生理学です。今回は中高年層に

講演と実技講習 「スポーツを末永く愛好したい人へ」
講師 山次俊介氏（福井大学医学部准教授）

役立つ知識と実践的ノウハウを実
技指導もまじえてお話しされます。

三島野スポーツクラブはこの企画に積極的に参加したいと思います。全日程参加が原則ですが、一日目
のみ、または二日目のみの参加も歓迎します。
※ 参加の申し込み・問合せは岩井富雄 TEL・FAX 0766-57-8180 へ 締め切りは 10 月 5 日
※ 参加費 6,000 円（1 泊 3 食付）

2 日目のみ参加 1,500 円（昼食代含む）
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労山機関誌「登山時報」№510

2017.8 に

登山者の死亡事故は、
「登山文化を継承」する貴重

記載された記事を転載し紹介します。

な人材を失うことになる。かけがえのない登山者の
「命」を大切にする立場から、ヘルメット着用につ
いて真剣に議論し、山域よってはヘルメット着用を

ふみあと

呼びかけていただきたい。

命守るヘルメットの着用を
日本勤労者山岳連盟 理事長

浦添 嘉徳

2016 年の山岳遭難の概況を警察庁が発表した。
発生件数(2495 件)、遭難者(2929 人)、死亡・行
方不明者（319 人）は前年より少し減少したが、発
生件数、遭難者は統計が残る 1961 年以降で、前年
に次いで二番目に高い。遭難者で一番多いのは道迷
い（38.1％）、次いで滑落（17.0％）、転倒（16.1％）

参考資料

で、全体の 7 割以上を占めており、しっかりした登

2017 夏の山岳遭難 死者・不明者
20 人増の 68 人
警察庁

山計画で安全登山を楽しんでもらいたい。
これから本格的な夏山シーズンを迎え、登山者は
アルプスの山々を目指した計画を準備していること

今夏（7～8 月）の全国の山岳遭難による死者・行

だろう。注意を喚起したいのは、3000ｍ級の山で

方不明者は昨年より 20 人多い 68 人だったことが警

は、転・滑落が死亡事故につながる事例が数値的に

察庁のまとめでわかった。

明らかになっていることである。

高齢の遭難者が目立ち、同庁は「無理のない登山

長野県警がまとめた 32016 年の県内山域の死者

計画をたててほしい」と呼びかけている。

43 人中、転・滑落の死者は 36 人（83.7％）と高

発表によると山岳遭難の発生件数は、過去最多だ

く、転・滑落はほとんどが死につながっている。ヘ

った昨年同期より、49 件少ない 611 件。長野県 101

ルメット着用で命を取り留めた事例は多い。ヘルメ

件で最も多く、静岡県 69 件、富山県 53 件だった。

ットは登山者の「命」を守る貴重な装備であること

山岳遭難者は 48 人減の 705 人だったが、60 歳以上

を認識する必要がある。

が 362 人で 61.3％を占めた。死者・不明者でも 68

長野県山岳遭難防止対策協議会は 4 年前から、北

人のうち 50 人が 60 歳以上だった。

アルプス南・北部、南アルプス、中央アルプス、戸

遭難原因は、

隠連峰の山域を指定してヘルメットの着用を呼びか
けている。山小屋では、ヘルメットがない登山者に
有償レンタルも行っている。昨年夏に八ヶ岳を縦走
したが、ヘルメット着用の登山者が多くなっている。
労山内の昨年の山岳事故を見ると、死につながる
転・滑落事故は全体遭難事故の約 30％を占めている。
そして、全体の死亡者 7 人中、転・滑落事故の死亡
者が 5 人占めているのが実情だ。
全国労山は 2 月の評議会で、登攀用具を利用しな
い無雪期の一般山行であっても、ヘルメット着用を
呼びかけられている山域などでは、ヘルメット着用
を奨励する必要があることを決定している。
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道迷い

189 件

転倒

168 件

滑落

102 件

追憶の山々

佐伯 邦夫 著 山と渓谷社
￥１５００＋税

２０１７年 ２月刊

剱岳周辺山域に数々の
足跡を遺した山行記

富 山 県 を 、そ し て 日本 を代 表 す る

岳 人 の著 者 が、 過去 の代表 的 な山 行

２ ４ 編を 収 載。 剱岳 周辺山 域 を主 た

る フ ィー ル ドと して いるが 立 山、 黒

部、毛勝三山、飛越・加越国境の山、

西 頸 城山 系 など 幅広 く取り 上 げて い

る。

他 に 僧 ヶ 岳片 貝 コ ース 、赤 谷 山 登

山 道 開削 私 記、 越中 駒ヶ岳 登 山道 開

設 な ど往 事 の苦 節に じむ記 述 、多 様

２０１７・８月）

な 実 践の 記 録は 「山 」への 共 感を 強

く惹き寄せる。

（登山時報№５１０

〔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

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

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

至 大門

（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。

まいました。一年に一度の「錦秋」の山を歩きましょう。

AOKI

◇ 時の過ぎるのは早いもので、もう山が色づく季節になってし

至 富山

ヌノヤ 寝具店

イワオ歯科

分～8 時 30 分とします。会場は小杉駅南口近くの射水市三ヶ

小杉駅

はなみずき

10 月世話人会は 10 日(火)と 24 日（火）７時 00

◇ 苗場山、祖母谷温泉とも三島野ＳＣ初めての企画でしたが、
好評だったようですね。苗場山の高層湿原の感動が伝わってき
ました。

元町西部交差点
至 太閤山

◇ 台風が日本列島直撃し、御嶽山は中止となりました。労山の「ハイキング学校」は屋外活動は中止にな
って残念でしたが、屋内の講習は充実したものになったようです。
◇ 衆議院が解散し、総選挙が 10 月におこなわれるらしい。アベ首相が「今が有利」と判断したとか…。
「憲
法 9 条を変えて戦争できるようにしたい」という人たちが多数にならないようにしたいですね。

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
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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