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8 月・9 月企画案内
斑尾山と高妻山・飯縄山

山行報告
クズバ山
中

山

甲かほるの感想文

8／11

山の日 乗鞍岳

自主企画 8／18（土）～19（日）蝶ヶ岳
自主企画 9／2（日）～4（火）剱

岳

9／23 福地山
9／30～10／2

涸沢＆穂高連峰

（日）

（月）

〔参加者〕
〈総合Ｌ〉岩井富雄、〈高妻Ｌ〉的場邦夫、荒井英治、新田俊明、棚田清志、加藤日出子、守田清子
〈飯縄Ｌ〉堀井泰則、川渕順正、小坪哲彦、林

7／22

1 日目

斑尾高原登山口 9：10

登山口 14：00

2 日目

厚子、甲かほる、竹内啓子、宮本久子

斑尾山登山と BBQ 交流会

薬勝寺池Ｐ6：00

7／23

憲彦、山本則夫、甲

山頂 11：00

戸隠キャンプ場ケビン着 15：00

大明神山 11：15（昼食）11：40
ＢＢＱ17：00～19：00

高妻山 or 飯縄山 登山

全員で斑尾山山頂

20 周年記念行事〔戸隠〕を終えて

世話人代表 岩井富雄

1 日目、斑尾山（1381,5m）へ 18 人全員で斑尾高原スキー場側から登り、山頂は木立に囲まれ展望はよくない。
山頂より 15 分ほどで大明神岳に着いた。大明神山頂上はすばらしい展望で、眼下に野尻湖の湖面がみえた。頂
上では荒瀬原登山口から登ってきたグループと合流。このグループのかき氷作りにビックリした。遠くの雲がな
ければ後立山連峰、菅平や志賀高原なども眺められるはずだが今回は少し残念でした。
宿泊の戸隠コテージで 4 時ごろからバーベキューの準備に入り、山への想いやお酒の味や香りなど語りあい有
意義な宴となりました。
2 日目、世話人会では、戸隠高原ウォーキングを計画しましたが応募者が無く飯綱山(1917,4m)と高妻山
（2352,8m）登山を楽しみました。飯綱山グループは一足先牧場に到着、高妻山グループも 3 時に到着し全員無
事下山できたことをハイタッチなどして喜びあい参加者一同の表情は満足顔でした。
20 周年の企画は成功裏に終えることができました。
今後も一人でも多くの参加で充実した活動を一年、一年重ねて次の 25 周年を迎えましょう。
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20 周年

1917.4ｍ

行程記録
コテージ出発（7：00）➩西登山口出発
（7:45）➩萱ノ宮(8:35)➩飯縄神社(10:30)
➩ 飯 縄 山 山 頂 （ 10:45 ） 登 山 路 を 下 る
(11:05)➩萱ノ宮(12:40)➩西登山口到着
（13:15）
➩下山後戸隠キャンプ場エリア内の蕎麦
屋で遅い昼食

川

渕：前日の斑尾山では炎天下の山行だったが、飯縄山西登山口からのコースは林の中を歩くような感
じで始まり、しばらくは快調に登坂出来た。高妻山コースを行ったグループは今頃どの辺りか、し
んどくはないかと気にしているうち、こちらのコースも急登が始まり、そのうち悪戦苦闘の連続と
なった。どのコースもそれぞれの力量でトライしており、楽なことは無いと実感した。でも幸いな
ことに登山路に咲く花の種類が多くあり、癒されながら山行でした。最後には両コースとも事故無
く合流出来て良かったです。

小

坪：今年初めての山行が 20 周年記念行事の斑尾山＆飯縄山となり １回で 2 つの山を体験（体力がつ
いていけるかどうかが最重要ポイントでした。）でき 何とか皆さんについてけました。力になりま
した。48 名の会員中 18 名の参加と 40％近い会員参加と大盛況で、企画して頂きました皆様に感謝
します。

林

：斑尾はスキー場からの直登が大変きつく閉口しました。隣のタングラムや斑尾で滑ったとき一度は
登りたいという願いが叶いマンゾクしています。出来れば大明神岳からの眺望が良かったらと…。
飯綱山は木立の日陰に助けられ楽しく登れました。急な下りが終わる萱ノ宮からは三島野創設の頃
を思い出し胸が熱くなりました（別稿をご覧ください）
。

古 川： 20 周年記念山行の企画、準備、実施に当たられた「世話人一同・ドライバー諸氏・リーダー＆
サブリーダー・ＢＱ係・朝食担当された女性」の皆さんに唯々感謝です。暑かったが、斑尾山・飯
縄山ともに登り甲斐のある山。清潔で快適なキャンプ場、設備の整ったコテージ、明るく綺麗な共
同トイレなど大満足の２日間。本当に有難うございました。
２５周年に向け、今日（7/25）二上山に登って来ました。
（今年、通算５０回目です）
【連日、干天続いても、くたばるような私じゃないよ！三島野育ちの老僕です】

甲

呵々大笑。

厚： 昨今の猛暑のなか今年初めての山行で、皆さんに迷惑かけないか心配でしたが初日はクリアし
ました。夜には、バーベキューで楽しい宴。２日目の飯綱山に登り満足の山行でした。次は 25 周年
も参加できるよう、日々鍛錬で望みたいと思います。
ースを聞きましたが、さわやかな２日間を過ごせました。
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竹 内：北信五岳の１つ斑尾山は☆１つ、飯綱山は☆２つ。特に、飯綱山は、いろいろな花がきれいに咲いて
いました。また、遠くにどっしりとした山々が望め心が広く明るくなりました。富山は猛暑とのニュ
ースを聞きましたが、さわやかな２日間を過ごせました。

宮

本：初日の斑尾山、大明神山は初めての山でワクワク。高原スキー場より炎天下の中、汗はびっしょり。
それでも柳ランやアサギマダラ蝶に魅せられ大自然を満喫しました。 バーベキュー、コテージで宿
泊、お世話有難う御座いました。お陰様で少し若返ったかな。

堀

井：斑尾山は全員が初めての山とはスキーで名のある山だが意外だった。ヤナギランの群生は見事だった。
山頂で水橋から来たという一団から、かき氷のおすそわけをいただいた。いい山だった。
コテージ利用は同じグループがワイワイやるのに好都合。且つ、安価。飯綱山は花がいっぱい咲いてい
て華やかだった。20 周年記念企画としての 2 日間、充実した企画だったと思う。

山

本：2 日間とも天気もよくて楽しい山行ができました。心配していた膝の調子もよくこれからもいろいろ
な山に登れそうです。ＢＢＱでは、おいしいお酒が飲め
たし、お腹もいっぱいになり楽しかったです。

甲

か：北信五岳の二岳を登ってきました。一日目は全員で斑尾
山へ。今回はスキー場の方から登りました。ヤナギラン
が一面に咲いてきれい。下山途中でロープウエーに乗っ
た人もいましたが、到着時間は同じでした。最後まで歩
いてヤッターとにっこり。夕方からは楽しいＢＢＱ。い
ろいろなものをお腹いっぱい食べました。二日目は、飯
縄山へ。途中から、そびえ立つ高妻山、荒々しい岩肌の
戸隠連峰が見え、ハクサンシャジン、クマガイソウ、カライトソウ等のお花畑もきれいでした。

三島野スポーツクラブの創立に関わって
林 憲彦
「三島野スポーツクラブは１９９９年４月２６日に結成され、厳密に言えば今年の４月で満１９年
になり、２０年に向かっての年になります。
その少し前、富山県勤労者山岳連盟が新日本体育連盟（新体連：後に新日本スポーツ連盟に改称）
から脱退するという事態が起こりました。富山ハイキングクラブが新体連に留まることで富山県の労
山運動への足がかりが残ったと言え、力不足は否めませんでした。当時、新体連富山県連盟の理事で
あった山田格・荒井英治・林憲彦の３人の住まいが小杉近辺でもあり呉西に新体連・労山運動の拠点
のクラブを作ろうと相談し、登山での技術レベルの高い黒川衛（故人）さんに発起人に入ってもらい
準備をスタートさせました。
１９７２年ほどから知り合いや労山運動に関心がある方を誘い小佐波御前山・夫婦山・祖父ｹ岳な
どの準備山行を重ね結成に至りました。結成時１５名だった会員も現在５０名近くになり、登山技術
の研修や健康のための学習を重ねるなど活動内容も豊かになっています。世話人会も定期に開催され
会員の気持ちが計画に反映されるよう努力がされています。創立時には想像もできないようなクラブ
に育っている現状を見て感慨がひとしおです。
最後に三島野スポーツクラブという名に「スポーツ」を入れることに疑問を投げかける方もいまし
たが、三島野スポーツクラブは登山・ハイキングだけでなくあらゆるスポーツを提供したいという思
いからです。スキーやウォーキング等いろいろなスポーツ愛好者が集うようになってきましたが、会
則を含めた話し合いが進むよう期待します。
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高妻山

20 周年
2352.8ｍ

行程記録
コテージ出発 3:55⇒一不動 6:15⇒五地蔵山 7:30⇒六弥勒分
岐 7:50⇒高妻山山頂 10:05～10:30⇒六弥勒分岐 12:40 弥勒尾
根を下る⇒戸隠キャンプ場 14:50

的 場：創立 20 周年記念登山の初日として参加者全員で斑尾山に登る。スキー場の登山口から徐々に
高度を上げヤナギランの花の群生を見ながらゲレンデ最上部で森の中に入り 1381ｍの頂上に着き
記念写真を撮り展望の効く大明神山で昼食後下山。又、車に分乗し戸隠キャンプ場へ入り、明日の
登山先別にバンガローに入り、いよいよバーべキューの始まり。なかなか炭に火が着かなく苦労し
たが、和気あいあいで話が盛り上がる。我々高妻山組は三時起き四時出発だ。2004 年に先輩方（13
名）が高妻山の頂に立ってから 14 年、今度は我々8 名で挑戦する。天気は上々後は体力のみだ。予
定通り一不動、二釈迦、三文殊、四普賢、五地蔵、六弥勒、七薬師、八観音、九勢至と来て、高妻
山の最後の尾根筋の道がはっきりと見えてきた。もう少しと思っていたが此処からが大変だった、
岩の急登が続き気が抜けない。ようやく十阿弥陀にたどり着く。頂上までは岩場を約十分少し登っ
て到着する。登りたかった高妻山に立てた。下山の時間制限の計算をしながらの山行だったが頂上
に全員行けたので満足だ。

塚

：斑尾山はヤナギランが咲き誇り、辺り一面お花畑で綺麗でした。夜のＢＢＱは皆で盛り上がり楽
しかった。高妻山は遙か彼方にそびえ遠く、最後は岩場の急登で苦しかったが、初めて見た可憐で
美しい深山薄雪草が癒してくれた。

新 田：コテージでのバーベキューキャンプは子供たちがまだ小さい時のキャンプを思い出し、30 年前に
戻ったような気持になりました。また以前から行きたかった高妻山にも登頂でき、充実した時を
過ごす事ができました。ありがとうございました。

棚

田：ヤナギランの群落が咲き誇る斑尾山と「戸隠富士」とも呼ばれる品の良い整った高妻山に皆さん
と一緒に登れたことに感謝します。

加

藤：初日は斑尾山に全員で登りました。久々同行した古川さんの健脚に驚きです^_-)-☆「先輩を目
標にします!!!」16：00～のバーベキューでは腹一杯食べて飲んで盛り上がり満足。明日に備えて
早々に就寝する。 明朝 3：00 起床し暗闇の中 4：00 牧場登山口から高妻山に 8 名で向かった。 暫
く歩くと汗ばんで暑さが厳しい！水分補給に気を配りながら、予定では 9 時間だったが、行動は 11
時間も（技術★★・体力★★★★）
。まさに体力勝負の登山でしたが無事下山し達成感で一杯です。
20 周年企画に参加できた事に感謝致します。

守

田：ロングルートでアップダウンの繰り返し、修行の山の厳しさと猛暑の厳しさを思い知らされた高
妻山でした。全員無事下山できたのもリーダーのおかげです。またメンバーのチームワークのおか
げです。辛くて大変だった山行ほど思い出深い山になりますね！前日の斑尾山のヤナギランの美し
さ、大先輩のお元気さ、バーベキューの美味しさ。段取りや準備をしていただいた方々に感謝申し
上げます。大変有意義な楽しい 20 周年企画に参加させていただきありがとうございました。
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高妻山に登って
荒井英治
本番 1 週間程前に岩井さんから電話で 20 周年記念登山はどのコースにしますかと、聞かれて思わず「高妻山にす
る。」と答えてしまいました。楽そうな飯綱山にしようか、それとも高妻山に挑戦しようかとずっと迷っていたの
に・・・。どっかで見栄の気持ちが働いたのかも。高妻山＝体力勝負の山、そんな話を聞いていたので、猛暑の中
での長丁場の登山に体力的に自信がもてない自分には？の不安が強かったからです。でも、せっかく遠くまで出か
けていくのだからと、欲の気持ちもあったかも。で結果はどうだったか。
「大満足、されど、やばかった」です。大
満足の理由は、久しぶりに登りがいのある山に登って、自分の体力も捨てたもんじゃないなと自信を取り戻せたこ
と（ただし、条件付きで）。危なかったの理由は、どうも熱中症になりかけていたのではと思われることです。その
詳細は下記のとおりです。
先ずは満足の理由：良かったのは、やはり頂上に近くなるにつれて大きな独立峰が目の前に迫ってくるその迫力
感を体験できたこと。それと、言わずもがなの「長野県は山ばっかりのところ」を改めて感じさせてくれたことの
二つです。長野の山々に感謝。それにプラスして、自分の登山体力に少し自信が持てるようになったこと。
やばかったの理由：自分の身体に起きている異変を全く自覚しないままに歩き続けていたこと。出発前から熱中
症のリスクは第一に考慮していたので就寝前に 1.6 リットルと 0.6 リットルの水筒に水を満たしてリュックサック
に入れておきました。にもかかわらず頂上に着いた頃には残りわずかになっていて、これはマズいぞと思い、下山
中は口中を濡らす程度にして、水を超節約モードで下山。しかし、水は節約できても、出る汗は節約できず、それ
なりに出てきます。ついに水筒は空っぽ、汗は出る、
「これは困ったぞ。キャンプ場まで無事にたどり着けるかな、
誰か水を分けてくれないかな、無理だろうな、余分な水など誰も持ってないはずだし、いくらなんでもそんな虫の
いい厚かましいことは」。だったら熱中症にならないようにどうすればいいか、
「出る汗は仕方がないから、とにか
く身体の熱を外に逃してやらねば。人体中最大の放熱板である背中を活用しようと、上半身裸になり、リュックサ
ックの肩ベルトを最大に伸ばし腰ベルトだけでザックを支えるようにして、背面とザックの間に出来る限り風を通
すようにして最後尾を少し距離を置いて歩きました。男性だけのパーティなら皆に事情を話してそのまま上半身裸
のままでも良かったが、女性もいるのでシャツを両手でカーテンの様にして隠して胸前で支え、上半身、後ろも前
も放熱板に利用。何とかこれで、キャンプ場までもってくれるかなと祈るような気持ちで歩き続けました。下山行
程の 3 分の 2 程こなした小休憩時、隊列の最後尾に隠れるようにしていた時、リーダーの
的場さんと目が合って、「荒井さん、これ」とサッとポカリスエットのボトルを私に差し
出してくれました。地獄に仏とはこんな心境なのか。窮状を見透かされた恥ずかしさより
も、なんてヤツなんだ、と幸せな気持ちに満たされました。ただ感謝。
これで無事に下山できると思うと身も心もエネルギーが湧いてきます。無事に牧場まで
たどり着き水飲み場の水槽のホースから溢れ出る水を何杯もがぶ飲み、Ｈ2Ｏを全身に浸
透させました。
反省点：熱中症のリスクを事前に感じていて、それなりの量の水を持参しながら、水の飲み方にルーズさがあっ
たこと。次がこれが今回の一番怖い反省点。正直言って、的場さんにポカリスエットを差し出される直前まで、な
んとかキャンプ場までたどり着けると思っていた。実際、軽い靴擦れと歩きに不安定感があったが、こんなことは
長丁場の登山では過去に何回かあったし、自分の弱点の膝も痛くはなかったから。後日の世話人会で的場さんに、
「なんであの時ポカリスエットをくれたの」と聞いたら、
「荒井さんの顔色が蒼白だったから」と言われ、びっくり。
下山中、熱中症のリスクを感じて、自分の体の状況を見張りながら歩いていたのに。ということはその自覚なしで
危ない橋を渡っていたことになる。
自分にとって問題の多い登山ではあったが、とても満足感があります。問題点を分析・整理するのもこれからの
楽しみのひとつとです。夏場の登山中の人体の熱の収支バランスについて考えてみよう
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3026ｍ

(土)
【集合・出発】薬勝寺池 P 5 時 00 分
【行程】
朴木平までマイカー。 シャトルバスを利用し畳平へ
畳平～剣ヶ峰を往復
標高差約 350ｍ 歩行時間 3 時間 30 分
体力・技術度 ★☆☆☆☆
【装備】無雪期の装備。3000ｍ峰です、防風防寒対策が
必要
【費用】交通費（シャトルバス往復 2300 円含め）
、
雑費 計 4000 円
【参加申込】8 月 2 日まで岩井富雄まで
FAX 0766-57-8180 へ

的場と堀井の共同自主企画案内

(土)

2677ｍ

(日)

日本アルプスの代表的・山岳大伽藍 槍・穂高連峰の大展望をたのしむ
安曇野 本沢 三股登山口（1350ｍ）より蝶ヶ岳へ 蝶ヶ岳ヒュッテ（泊）
標高差 1320ｍ

登り 6 時間

下り 4 時間

体力度 ★★☆☆☆

翌日は登山路を下る
技術度★★☆☆☆

参加申込は 8 月 10 日まで的場邦夫 SMS 090-4320-5325 or 堀井泰則 SMS 090-1314-6394 へ
蝶ヶ岳から大滝山へ続く主稜線から徳沢へ下る長塀尾根（ながかべおね）が分岐する地点に蝶ヶ岳ヒュッテ
は建っています。
梓川の深い谷をはさんで真西にそびえる槍・穂高連峰の展望は、北アルプス随一という定評のある山小屋です。
ヒュッテの周囲にはミヤマキンポウゲなどのお花畑、
「蝶ヶ池」や「カモシカの池」・「妖精の池」などの小さ
な池もあり、落ち着いたムードです。
また、ヒュッテから蝶ヶ岳山頂までは約 3 分の距離です。
展望指示盤のある瞑想の丘から蝶槍までは、穏やかな二重山稜が続き、道沿いにはところどころにお花畑が見
られ、東には安曇野、西には槍・穂高連峰の展望が開けています。
ダイナミックな展望。そしてお花畑や池に恵まれた、のんびりとしたムードの蝶ヶ岳ヒュッテは、初心者をは
じめ、女性や子供さん、それにご高齢の方まで、幅広い年代の方にお楽しみいただける山小屋です。
（蝶ヶ岳ヒュッテＨＰより）
前穂高岳

奥穂高岳

北穂高岳
涸沢岳

大キレット
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南岳

槍ヶ岳

1672ｍ

(日)

福地温泉が登山口。こんな角度から眺める
槍穂高・焼岳展望もいいもんだ。
標高差 840ｍ

登り 3 時間 下り 2 時間

体力度★★☆☆☆ 技術度★☆☆☆☆
詳細な案内は次号会報№216 を参照してください。

(日)

(火)

(日)

(月)

北穂高岳 3106ｍ・涸沢岳 3103ｍ・奥穂高岳

上高地から涸沢へ。穂高連峰が目前に展開する

3190ｍの岩稜を縦走し、アルピニズムを体感

パノラマと錦秋に染まる涸沢と連峰の岩稜を

できるルートを 3 日間で歩きます。

仰ぐ。下りはパノラマコースを行きます。

体力度・技術度とも★★★★☆

体力度★★☆☆☆ 技術度★★★☆☆

早月尾根ルート

岩井富雄自主企画

(日)

(火)
予備日 9 月 5 日

2999m

【集合・出発】5 時 30 分 薬勝寺池 P
【行程】
9/2 馬場島

松尾平

三角点 1921ｍ

早月小屋

登り標高差 1480ｍ 歩行時間 6 時間
9/3 早月小屋 2224ｍ

剱岳 2999ｍ

馬場島の石碑

早月小屋

登り・下り 標高差 780ｍ 歩行時間 6 時間
9/4 早月小屋

馬場島

歩行時間 5 時間

体力度★★★☆☆ 技術度★★★★☆
小屋泊は 2 泊とも早月小屋、テント泊は早月小屋前のテン場と
なります。どちらで宿泊するかを決めて連絡してください。

【参加申込】8 月 10 日まで岩井富雄まで FAX 0766-57-8180
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山行報告

7/１

(日)

クズバ山
１８７６ｍ

メンバー：〈L〉的場邦夫・加藤日出子
塚

良昭・新田俊明

松田はる美
【行程記録】

5：30 薬勝寺駐車場発
6：40 小糸登山口発
7：40 中山分岐発
10：30 クズバ山山頂着
11：20 クズバ山山頂発
13：20 中山分岐着
14：05 小糸登山口着

ひとくち感想
塚

：中山との分岐から徐々に斜面がきつくなり、1600ｍ付近までの急登は半端ないって。そこまで来ると
ゴゼンタチバナ・ツバメオモト・サクラソウ等が迎えてくれる。しかし一服も束の間、山頂までさ
らに急登が続く。分岐から急登２時間 40 分山頂に着くと、ドッカーンと大パノラマ、剣岳が大迫
力で迫り、残雪の奥大日・大日、赤谷・猫又・釜谷、そして後立山の峰々と朝日岳等が雲一つない
青空にクッキリと映え素晴らしかった。疲れも吹っ飛ぶ最高の景色でした。

的 場：梅雨の合間の好天に恵まれて馬場島の登山口から急坂をひたすら登ること四時間弱。頂上はアキアカ
ネが沢山飛ぶ別天地でした。眼下には富山湾、そして大猫山、釜谷山、猫又山、ブナクラ峠、赤谷
山、早月尾根、北方稜線の山々、そして堂々の剱岳、奥大日、大日岳、と 360 度の大展望でした。

松田は：天候の心配なし。他の皆さんに迷惑をかけたらいけないと前日は水中ウォーキングで体調を整え参加
しました。もっともっとヤブヤブで登山道がわかりにくいかと思っていましたが、綺麗に整備され
ており驚きました。ただ急登の連続で 3 分の 1 は手をついて登り、何より悩まされたのは下山。何
度もすべりそうになるし「怖い、怖い」と泣き言。無事に中山分岐に帰ってきたときは見慣れた分
岐の案内板に癒されました。頂上からの 360 度見渡せる景色は格別。やはりキングはかっこいいし
大日連山の存在感も抜群。一緒に登っていただいた皆様、ありがとうございました。これからもト
レーニング頑張ります。

加 藤：薬勝寺駐車場で松田はるみさんとは「初めまして」でした。健脚揃いのメンバーの面々足手纏いにな
らぬか不安でした。中山・クズバ山分岐点を過ぎてからコースの状態が一変！獣道の状態しかも直
登の急勾配で結構厳しい。下りが更に慎重に気が抜けない険しい登山でしたが、無事下山できたの
も仲間のお陰です。登山最高!!!

新 田：下見山行の時より天候に恵まれ、山頂からは 360 度の展望を堪能しました。剱岳の勇姿を目の前に望
む事が出来、いつまでも山頂にいたい気分でした。
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1255ｍ

(日)
メンバー：
（L）堀井泰則、

上市町

林 憲彦、 宮本久子、 甲 かほる

【山行記録】
薬勝寺駐車場 7:30⇒馬場島 P8:30⇒登山口 8:40⇒急登終わり 8:50 急登終わり 8:50⇒休憩・五本立山杉
9:26⇒中山頂上着 10:45⇒中山頂上発 11:30⇒クズバ山分岐 11:56⇒立山川橋の上 12:55⇒場島 P13:15
行動時間 4 時間 45 分

歩いた距離 6.85Km（水平の記録）

歩数 約 9,000 歩

ひとくち感想
堀 井：いい天気に誘われてきたのか、駐車
場には結構な車が止まっていた。剱
岳の展望良く、登るのに手頃な山だ
からだろう。われわれも同じ仲間だ
が…。毛勝山に連なる剱岳北方稜線
がよく見えて満足・満足でした。し
かし、風もなく暑かった。

林 ：久しぶりの中山、登山道も整備されており楽しく歩けました。紅葉の時期にまた来たいと思い
ました。

宮

本：暑かったですが山頂から剱岳、ブナクラ峠の稜線を眺め、下山の立山川渓谷が気持ちよかった

剱岳を望む「特等席」

中山へ初めて登りました
甲 かほる

台風の影響で今日は暑くなるといわれていましたが、とても天気がよく立派な剱岳が見られるのを期待
しながら出発しました。上市の馬場島への山道に入ってからは、とてもカーブが多く、民家もなく本当に
山奥でした。なかなか気軽に来れるところではありません。今日、「三島野」から来てよかったと思いま
した。目の前に、剱岳が現れてきました。馬場島の中山登山口到着 8：40。驚いたことに、たくさんの車
が駐車。やはり、人気のある山なんですね。
さあ、出発です。暑いことは暑いのですが、万緑の木々のお蔭で、木陰の中をずっと歩くことができま
した。初めから、急登です。森にすんでいるたくさんの鳥、セミ、蛙等の大合唱で私たちを歓迎してくれ
ました。もう少し音色を工夫してくれればいいのに…と思いながら登ります。道は整備され、木の根っこ
がたくさん出ているのですが、そんなに気になりません。
時々、残雪の山々が見えてきました。大きな大きな立山杉
も現れました。五本杉の平では、何本も足のある立山杉。頂
上まで導いてくれます。
「早月尾根は花の道 立山杉に見守られ 剱の頂き目指す道」
と早月小屋で詠われていた詩が、思い出されました。
途中で、先程追い越して行った方がもう下山してきて、
「剱岳
がすっきり見えましたよ。大日岳も、見えました。
」と嬉しそ
うに教えてくれました。暑さも吹き飛びます。案内板に
「1100m あと 20 分」とあります。
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（次ページへ）

励ましあいながら一息で頂上１２５５ｍへ。時間は、まだ、
11 時です。
私たちは、ゆっくり納得いくまで剱岳、その周辺の山々を
目に焼き付けました。残念かな雲がちょっと頂上を隠してい
ます。でも、三の窓、マッチ箱、小窓、大窓、赤谷岳が大き
くはっきり見えます。いつも家の近くからは小さくしか見え
ない風景が目の前に大きくあり感激でした
3 年前に登った早月尾根から続く剱岳を見ながら、みなさ
んに応援してもらいながら頑張った時のことがよみがえって
きました。
「あの時は、ありがとうございました。今年チャレンジされる方々にエールを」
昼食です。もう宴会をしているパーティーもありました。みんな、おいしそうにお昼をとっています。私た
ちも負けません。林さんから、そうめんをいただきました。暑かったので本当においしかったです。ありがと
うございました。
11：30 下山開始。東小糸谷をおります。途中、クズバ山への分岐点あり。何人の方が登っておられるのか
な。暑いから大変だったろうな。最後に谷川の心地よいせせらぎ。沢渡りを 3 回しながらどんどん下ります。
最後は、澤に沿って歩き、立山川に出ました。透き通った清らかな流れです。間もなく登山口です。一面に咲
いていたサンカヨウの紫色の実が、私たちを見送ってくれました。「試練と憧れ」の石碑のある剱岳登山口を
横目に駐車場へ。上市の「アルプスの湯」にゆったりとつかり、疲れを取りました。コーヒー牛乳や牛乳がお
いしかったです。

私の水分補給方法
（初めて使ったハイドレーション機能）

川渕順正

いつもの登山では頓着無しに、リュックのサイドポケットにスポーツドリンクと真水を、
そしてサーモスにはお湯を入れて出かけていた。しかし今度の 20 周年記念企画登山では、
半端ない暑さが容易に想定される。熱中症になっては大変と、ハイドレーション機能を追加
することを決め前日に 2ℓ用を購入してきた。これは水が入ったパックをリュックに入れ、
そこから外にチューブで伸ばして水分を補給することが出来る機能で、既にたくさんの方が使用されている。私の
買った製品はインナーチューブタイプで、水パックの上にキャップがあり、中に垂らしたチューブから水を吸い上
げる方式。取説に従って器具を煮沸消毒し、実際に水を入れて試してみた。吸い口にはチューリップの形のカバー
が付いていて、これを開いて端末を口に含み、歯で噛み（普段水が漏れないよう弁になっている）水を吸う。水が
飲めて要領を得た。取説によると水パックの冷凍も可能ということで、その晩 8 割程の水量にしてキャップを締め
寝かせて冷凍庫へ。翌朝リュック内にセットしようとしたがキャップ口まで凍結していてインナーチューブが入ら
ない。朝の忙しい時、少し慌てたが少量の熱湯をキャップ口に注ぐことで一件落着。
登山中は喉が渇く前に、冷たい真水がチョクチョク飲めて、背中も涼しく重宝した。この他ウエストポーチには
ゼリー状の経口補水液で塩分、ミネラルを補った。小休憩時には、スポーツドリンクで…。
初心者によく見られる水分の摂り方は、ノドが渇いたときにガブガブと一気飲みすることです。そのような飲み
方をしていては体内血液に補給されずに、胃から腸に通り抜けるだけ、つまり排泄されるだけで、脱水症の予防に
はならないそうです。
二日間の山行で帰宅後水パックの残量を確認するとまだ半分ほどあり。あるいはもっと減らせたかも…。ただし、
水の用途は飲用とは限らない。ケガをしたときは洗い流す必要があるかもしれません。また傷の処置をするために
手をきれいに洗わなければならない場合もあります。さらに、予測できないトラブルが生じてビバークせざるを得
ないケースもあるでしょう。常に余裕は必要です。
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山と渓谷社 刊

登山者のための法律入門

溝手康史 著

山の法的トラブルを回避する

９００円＋税

会で企画した山行で事故が起きた場合、リー

ダーは責任を問われるのだろうか。基本的には

リーダーも役割分担の一つにすぎず、会員同士

のメンバーには安全確保の義務が生じないのだ

と著者は明かす。

著者は
ｍ 峰 の 高 所登 山 も 実 践 し て き た
7000
弁護士。国立登山研修所の専門委員や日本山岳

サーチ・アンド・レスキュー研究機構理事など

を務める。

近年、日本でも法律が山に持ち込まれること

が増えて、山岳ガイドなどが遭難事故の責任を

問われることも多くなった。

山で、被害者や加害者にならないためにどん

な注意が必要なのか。身近な実例を本書で示し

てくれる。

（高橋友也／労山基金運営委員長）

〔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

74-6434

090-4320-5325

会計担当

荒井 英治

射水市上野 465

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
塚 良昭、新田俊明で構成します

080-8695-6639

憲彦、山本 則夫、岩越 理代、加藤日出子、甲
〔相談役〕山田 格

厚子、

〔監事〕上田 千秋、竹内 啓子

8 月の世話人会開催は 8 月 10 日（金）と 8 月 21 日(火)の午後 7 時からです
会場は中太閤山コュミニティーセンターです。

◇ 20 周年記念「戸隠」は好天ならぬ酷暑の中で実施され、
「登山と水分補給」がクローズアップされました。荒
井さんと川渕さんの寄稿が参考になります。もっと研究しましょう。
◇ 20 周年記念「戸隠」を成功裡に実施できました。区切りは大切です。初心忘れず次の区切りに向けて企画を
ひとつ一つ重ねていきましょう。秋にも 20 年記念企画を実施します。一人でも多くの参加を目指して企画し
たいものです。
◇ 高妻山登山成功おめでとう！編集子も昔登りましたがキツイ山だったことが記憶に残っています。
◇ 三島野ＳＣにとってクズバ山と斑尾山は初めての企画でした。これからも三島野ＳＣの未踏の峰を踏む企画
を立てたいものですが、登ったことのある山でも季節を変えたり、ルートを変えると新たな感動をもたらして
くれます。
◇ あらためて思います。三島野ＳＣの良さは安全登山に徹していることだと。“必ず登山口に戻ってくる ”た
めのチームワークと各々の体力づくりを！加齢が体力を蝕んでいることも忘れずに。

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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