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日本勤労者山岳連盟（富山県連盟）
新日本スポーツ連盟

№ 206
2017 年 11 月 1 日
代表 岩井 富雄
射水市宝町 1364-35
TEL・FAX 57-8180

薬師岳・薬師岳山荘

11 月・12 月企画案内
11 月 3 日～4 日
11 月 22 日

小木

報 告

瑞牆山・金峰山

9/30～10/1
労山北信越ブロック交流会
報告 荒井英治
山行報告

夫婦山

12 月 9 日～10 日 富士山を愛でる山旅

大渚山 感想 森田絹代

12 月 10 日 元取山

世話人会からのお知らせ

清 画

参加申込は終了しました

(水)
め お と

いい夫婦の日に

や ま

784ｍ
富山市八尾町
【集合・出発】8 時 00 分 薬勝寺池Ｐ
【行程】小井波登山口から女峰・男峰へ登り、同
じコースを下る。
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
【参加申込】11 月 12 日まで林 憲彦まで
FAX 0766-82-6035 へ
この登山道は、数百年前から小井波と松瀬を結ぶ
生活道路であった。
頂上からは立山をはじめ全方位が見渡せる。標高
の割に展望が良く、山頂には方位盤もある。
広葉樹が葉を落とした晩秋の里山の趣を味わい
ながらの山歩きを楽しみましょう。

（土）

（日）
1598ｍ

かけて富士山周辺は晴天に恵まれる確率が高い。冬型の気圧配置が
もたらす北陸とは好対照の青空に浮かぶ富士山を仰ぐ山旅です。

【行程】
12/9 杓子山登山 歩行時間 4 時間
忍野八海 富士五湖・西湖の民宿へ
（宿泊は民宿 福寿荘）
12/10 鬼ヶ岳・王岳登山 歩行時間 6 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
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1738ｍ

王岳から見る富士

“富士山を愛でる…”山旅は 5 回目を迎えました。晩秋から初冬に

1623ｍ

高岡市西部の西山丘陵と呼ばれる一

(日)

帯は、標高 200ｍにも満たない里山であ
196ｍ 高岡市福岡町

るが、山城跡や円墳、横穴墓群、寺社
跡などが多く、歴史のロマンを感じさ

【集合・出発】薬勝寺池 P 9 時 00 分
【行程】 加茂登山口

横穴墓群

鴨城主郭跡

元取山

せる。

島倉集会場へ下山
歩行時間 1 時間 30 分

標高差 180ｍ 〈L:荒井英治〉

【参加申込】 12 月 1 日まで岩井富雄へ FAX 0766-57-8180

鴨城と元取山全景。
写真左の頂が元取山、右の山が鴨城跡。中央少し
左の頂が元取山砦跡。

労山機関誌「登山時報」11 月号を送ります
わが三島野スポーツクラブの会報の表紙を飾る絵を提供していた
だいている小木清さんの絵が 7 ページの「山のスケッチ」で紹介さ
れています。この 11 月号を未購読会員全員に贈ります。労山本部の
御好意により無料です。この機会に定期購読される会員が増えるこ
とを期待しています。購読の申し込みは岩井代表へご一報ください。

来年は三島野スポーツクラブ創立 20 周年を迎えます
次の第 20 回定期総会を例年通り「古洞の湯」で開催することになりま
した。また、創立 20 周年の節目にあたることから「記念山行」
「記念誌
発行」
「記念行事」などについて実施するかを含めて検討することになり
ました。
ご意見等があれば世話人会に届けてください。

労山の遭対基金（労山特別基金制度）の内容理解と増口を
労山本部からパンフレットなどを取り寄せ、全会員に渡すことができ
るか問い合わせることとし、また、高齢化に伴う事故の発生リスクの高
まりのなかで、会費納入の総会に向けて「一口のみ」会員をはじめ全て
の会員に増口の必要性を啓蒙し、理解を図るように取り組みます。
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第７回日本勤労者山岳連盟
北信越ブロック交流登山
メンバー：岩井 富雄、荒井 英治、塚 良昭

（土・日）

山本 則夫、加藤 日出子

行程
９月３０日
１１：００ 薬勝寺Ｐ出発.→１２：３０糸魚川ＩＣ着 市内にて全員味噌ラーメンで腹ごしらえ、横のイオ
ン店で今晩の夕食、翌日の朝食、昼食分、それと宴会のおつまみ、アルコール類の買いだし。
１５：１０ 海谷山峡パーク着、既に数張りのテントが張ってある。我々も２張りを設営。 ポテトチップス
やスルメイカ、夕食用寿司で小宴会。地元労山新潟県連の人達がキノコ汁をサービス。そのうち、
ハンドマイクで「各県連から銘酒・地酒が持参され、広場中央に並べてあるので自由に飲んでく
ださい。」との案内。各自コップを持って行き、色々な地酒を飲み比べ。
１９：００ 全体交流会開始。総勢１００名余りの人が参加。各クラブの代表が次々にクラブ紹介。山の歌
を全員で合唱。満天の星空で放射冷却で防寒服を着ていても寒い。寒いので２０：３０にはテン
トに入る。テント内で歓談の後、就寝。
１０月１日
６：３０頃

起床、朝食を簡単に済ませる。８：３０海谷高地に向けて出発。

９：５０

第一渡渉地点に到着。案内役の糸魚川労山の人達が渡渉ルートを探索しているがなかなか決ま
らない様子。足掛かり手がかりのない丸みを帯びた大きな岩ばかりが転がっていてとても我々に
は手に負えない。滑って滝つぼへドボンとなっては嫌だし、さてどうしたものかと５人で相談。
結局三島野スポーツクラブはリタイアすることに。

１１：２０

キャンプ場に帰着し、行動食を昼食代わりに食べる。

それからシーサイドバレースキー場の温泉に入る。
１６：００

薬勝寺Ｐに帰着
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ひとくち感想

塚
岩

:「初テント泊、楽しかったです。振る舞い酒も美味しかった！」
井：良い天候に恵まれ、夜の交流集会で各地の銘酒が持ち寄られ大変美味しいお酒を味わうこ
とが出来、山本さんのお酒について本当に詳しいのにビックリしました。次の機会をお楽し
みに。

加

藤：キャンプ場に着きテントの設営を終えて、メンバー5人で祝杯。夜の交流集会は総勢100人余
りの参加者でした。各県の銘酒の差し入れで、美味しい沢山のお酒と天気に恵まれて大宴会。
海谷コース途中撤退となりましたが、今迄に無い山での体験が出来楽しかった。

山

本：二日目の登山は、３コースあり、三島野スポーツクラブとしての参加は、「海谷高地」となっ
ていました。最初はハイキングコースのつもりでいましたが、実際歩くと危険なところもあ
り、沢に出たところで先のコースが見つからず、三島野スポーツクラブとして中止下山とな
りました。しかし初日の交流会で、各クラブから日本酒の提供があり。天狗舞（山廃純米酒）
や久保田（純米吟醸酒）等々めずらしい日本酒が沢山あり、他クラブと楽しく会話ができま
した。

《キャンプ・交流会は◎、交流登山は×。》
荒井 英治
今回、富山県から３団体１５名程が参加（三島野から５人）。１日目の交流会は１００人程の労山会員が
集まった。交流会の会場となった海谷山峡パークのキャンプ場はよく整備されていて気持ちよかった。我々
が到着した時は、それほどテントは立っていなかったが、その後続々と他の団体が到着して、色とりどり
のテントが立ち上がり、賑やかになって気分が盛り上がってきた。夕食には地元新潟労山が大鍋でキノコ
汁を作ってサービスしてくれた。キノコの甘みがよく出ていて美味しかった。また各県連から持ち寄った
地酒の瓶がいくつも並び、自由に試飲して良いとのことなので、次々と銘酒の利き酒をしていった。
三島野会員の山本さんは日本酒にすごく詳しくて、能登杜氏、越後杜氏の話、純米酒、と吟醸酒の作り
方の違い、酒蔵に住み着いた酵母菌のことなど、色々のテーマで話を聞かせて楽しませてもらった。
「何で
そんなに詳しいのか？」聞くと、山本さんは過去に、全国の地酒を味わうために各地の酒蔵を見学する団
体に入っていて、各酒蔵の杜氏衆から現場の話を聞いてきたとのこと。なるほどと納得。その説明を聞き
ながら味わう酒はひと味違う感じがして、日本酒ソムリエになった気分にさせてくれた。交流会も大いに
盛り上がって、労山仲間の連帯を感じられて嬉しかった。やっぱりテント泊の楽しさは格別。
２日目の交流登山は途中の渡渉地点でリタイアすることになってしまい残念でした。最初の渡渉地点で
ルート確保に時間を費やし、
「こんなことで手間取っていて、この先大丈夫かな？」と不安が高まってきて、
結局のところリタイアした。この箇所はジャブジャブ膝まで水に浸かって行けば渡渉出来たが、この先ど
んな悪路が待ち構えているか心配になってきてモチベーションが一気に下がってしまった。せっかく地元
新潟労山の人たちが、別の個所の浅瀬に、近くの石をいくつも運んできて、水中に投げ入れ、靴に水が入
らない深さまでに底上げして渡渉ルートを作っているのに、申し訳ない気もしたが、不安を抱えながらの
山登りでは楽しくないので、撤退することに決めた。このルートが初級者コースとされていたことに疑問
を感じた。後日、撤退せずに最終目的地の海谷高地まで行った富山ハイキングクラブの人に聞いたところ、
そこまでの登山道は荒れていたが、渡渉に難渋する箇所は最初のそこだけだったとのことでした。
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山行報告

大渚山

10/15 (日)

1566 m

長野県北安曇郡小谷村
参加者：（L）新田俊明

的場邦夫

森田絹代

守田清子

【行程記録】
薬勝寺Ｐ 5:10

雨飾山キャンプ場 6:40

登山開始 7:35

大渚山頂上着 9:00

大渚山駐車場 7:20
大渚山頂上発 9:40

登山口着 10:40

釜池散策、雨飾荘にて入浴、蕎麦屋「蛍」にて食事後帰着

ひとくち感想
的

場：雨飾山キャンプ場に近づくにつれ霧が深くなり、
視界は 10ｍ位になり、小雨もちらつくあいにくの天
気だ。到着後、リーダーと皆の意見で雨飾山は断念
し、大渚山に変更し山行する。霧雨に映える紅葉を
楽しみました。これで青空なら最高です。百点満点
の紅葉は次回のお楽しみ！！

守 田：登山口に着くとますます濃くなるガスに小雨も混じり、しぶるＷモリタと出発準備完了の的場さんの
間で困惑顔の新田リーダーの決断は、Ｗモリタのわがまま勝ち！お二人には不完全燃焼で申し訳あり
ませんでしたが、オマケが充実して楽しい山行でした。帰り道、ガスが晴れた瞬間の紅葉はとても綺
麗で感激でした。

新

田：10ｍ先も見えない濃霧のなか雨飾山の登山口駐車場まで着いたが、雨と濃霧が晴れそうにもないの
で、行く気満々の的場さんには申し訳なかったが目標を大渚山に変更した。それでも大渚山と鎌池の
紅葉そして下山後の温泉と手打ちそばはサイコーでした。

雨の中も見事な紅葉！ 雨飾山が大渚山へ
森田

絹代

私は登山を始めたばかりのころ「雨飾山は紅葉がきれいだから、登るなら秋がいいよ」と言われまし
た。いつか登りたいと思いつつ、これまでにそのチャンスはなく・・・。今回、とても楽しみにしてい
たのですが、あいにくの雨でした。個人的には今年の７月に山開き登山に参加する予定でしたが、前日
からの大雨で中止となり、今シーズンで二度も振られてしまいました。雨飾山に嫌われているのでしょ
うか・・・。
当日朝、駐車場に集合したときには雨は降っていませんでした。空模様は怪しいものの、もしかした
ら登れるかも？！と一縷の望みを抱いて向かいましたが、登山口に着いたとき、あたりは深いガスに覆
われて細かい霧雨が降っていました。もしこれが夏山で、午後からの天気の回復が予想されるならたぶ
ん登っていたでしょう。しかし、季節はもう秋。この時期の雨は体力を奪います。７時間近くも雨の中
を歩くのは得策ではないだろうし、楽しみにしていた景色も期待できないなら危険はさけたほうがよい
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と思いました。「登るのは止めましょう。止めた方がいいと思います。」と提案させていただきました。
リーダーの新田さんを困らせてしまったかもしれません。でしゃばってしまいました。すみません。し
かし、勇気ある撤退です。退く勇気も時には必要でしょう。山は逃げませんから・・・。
メンバーで話し合った結果、雨飾山はあきらめて近くの大渚山（往復２時間）に登ることにしました。
登り始めるころ、霧雨は小雨 に。雨にぬれた紅葉を楽しみながら歩きました。頂上からの視界はほぼゼ
ロ。数メートル先もガスの中・・・。でも、そんな紅葉はなかなか見られません。何も見えないことを
嘆くより、普段は見られない幻想的な紅葉を見られたことを喜ぶほうがいいですね♪
下山途中、会話は堀井さんのことに・・・。「手術をしなくてもよくなったって、すごい！！」「信
じられない！！」と話しながら歩きました。堀井さん、10月15日の午前中にくしゃみはでませんでした
か？！急に冷え込んだ日でしたが、それは風邪のくしゃみではありませんよ。
大渚山を降りてから、鎌池までぶらぶらと雨の中を散歩。私は初めての鎌池で、少し時間をもらって
散策させていただきました（ありがとうございました）。雨の中でもそれはそれは見事な紅葉でした。
晴れていたらもっとすごいんだろうなぁ。
散策の後はお風呂、そのあとお蕎麦屋さんへ。人気のお店らしく、入店までは車内で待機となりまし
た。停まっている車のナンバーは全国各地のものでした。すごいお店です。注文をしてからもクルミ味
噌をすり鉢ですりながら、さらに待つ・・・。待ち時間の多いお店でしたが、やはりそれには理由があ
るのですね。初体験のクルミ味噌も蕎麦も、めっちゃおいしかったです！
当初の予定とは大きく違う山行でしたが、下山が早くなければそんな有名なお蕎麦屋さんに寄ること
もなかったでしょう。鎌池までの道を歩いて、雨の紅葉を楽しむこともなかったでしょう。結果オーラ
イな、とても楽しい旅でした。メンバーのみなさま、ありがとうございました！！
今回も２人のモリタが参加しました。うふふ。ダブル・モリタは無敵です♪

左：大渚山登山口
下：紅葉の鎌池
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（2014 年 10 月撮影）

近代登山を支えた立山ガイドたち

山と渓谷社 刊

芦峅寺ものがたり

鷹沢のり子 著

二〇〇一年初版第一刷

立山ガイドの村・芦峅寺

岩と雪に生きた男たちの系譜

第一章

立山信仰と江戸時代の芦峅寺

第二章

立山ガイド黄金期を生きた宗作

第三章

剱岳登山者を見守り続けた文蔵

第四章

芦峅寺から世界へ・富男

立 山 と 芦 峅 寺 の 関 わ り を知 る こ

とができる一冊です。

〔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

11 月世話人会は 7 日(火)と 21 日（火）７時 00
（元町）2739-1「はなみずき」です。（布や寝具店横）

ヌノヤ 寝具店

会員どなたでも参加できます。お気軽においでください。

はなみずき

至 大門

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

至 富山
小杉駅

◇ 今年は天気に恵まれない。気温も低いし、雨の日が多い。

AOKI

山の紅葉も 1 週間から 10 日ほど早いという。せっかくの
雨飾山も悪天候では…。となりの大渚山に変更は Good だ
ったようですね。
◇ 早くも企画は初冬になってしまいました。いろいろな季
節の山を楽しむ元気〈気概と体力〉をもってでかけましょ

元町西部交差点
至 太閤山

う。
◇ 登山時報に載った「山のスケッチ」の小木清さんの絵。わが三島野 SC の誇りです。会報に小木さ
んの絵が表紙を飾ったのは 2010 年 6 月（№116）からです。7 年と 6 ヶ月にもなります。ありがとう
ございました。改めて感謝です。

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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