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№ ２１８
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代表 岩井 富雄
射水市宝町 1364-35
TEL・FAX 57-8180

海谷渓谷の秋（糸魚川市）

雨飾山
感想

村 昭二

12/9～10
“富士を愛でる山旅”

竜ヶ岳

十一月二十三日（金・祝）

10 月 14 日

しな乃

朴木美芳

12/2 大乗悟山

登山技術講習会

感想

労山北陸地区主催

11 月・12 月企画
十二月十五日（土）

立 山

山行報告

10 月 2 日

小木 清

だい じょうご さん
590ｍ
富山市旧細入村
「天湖森」から入った林道楡原割山線を右折

広葉樹は葉を落とし、山頂から雪の北アルプ
スを一望できる。初冬の里山歩きを楽しみまし
ょう。

し、須原御鷹山に入ってまもなく南側登山道
入り口。笹津山へ足を伸ばします。
【集合・出発】薬勝寺池Ｐ 8 時 00 分
【行程】
天湖森

南側登山口

大乗悟山

カンナ尾山分岐

笹津山

北側登山口

南側登山口
標高差 270ｍ 歩行時間 2 時間 15 分
体力・技術★☆☆☆☆

Ｌ：岩井富雄

【参加申込】11 月 22 日まで
FAX0766-57-8180 へ

的場邦夫の

世にも美しい樹林の峠道から大展望の頂上へ
本栖湖畔のまじかに富士を眺められる人気の山
りゅうがたけ

1485ｍ

【日 程】
12/9 精進湖湖畔のパノラマ台に登る（往復約 2 時間）
ホテル「富士緑の休暇村」で宿泊（12 名の予約）
12/10 竜ヶ岳登山 標高差約 600ｍ 歩行時間 5 時間
体力度・技術度とも★☆☆☆☆
費用：およそ 15,000 円
10 名の希望がありましたので、ホテル宿泊予約を追加
しましたのであと 2 名の参加を受け付けます
2015 年忍野八海付近から

11 月 3 日（土・文化の日）実施の天蓋山の参加申込は終了しました。
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北陸地区登山技術研修会に参加しましょう！
北陸 3 県勤労者山岳連盟 共催 （主管 富山県勤労者山岳連盟）

第５回北陸地区登山技術研修会
ビギナーズから中高年ベテラン ハイキング層のみなさん～
今一度「安心登山」のキホンのキを学習し直してみましょう!!

＜安心登山のＡＢＣ＞
◆日 時 : 2018 年 11 月 23 日（金・祝）
AM9:00～PM3：00
◆会 場 : 富山市婦中ふれあい館 大研修室
〒939-2727 富山市婦中町砂子田 1-1
ＴＥＬ / ０７６－４６５－３１１３

◆講 師 : 洞井 孝雄氏
（労山愛知県連盟・元労山全国連盟 副会長）

＜内 容＞
Am9：30～

受付

10：00～12：00

洞井 孝雄氏 講演 ＆ 質疑応答
「安心登山のＡＢＣ」
12：00～Ｐｍ1：00 昼食
（弁当は用意できます。事前に申し込んでください。）
1：00～3：00
装備の点検（パッキング etc.）、＜いつもの登山装備 持参ください。＞
簡単なロープワーク etc.もやってみましょう！
Pm3:00
解散（予定）

◆参加費

無料

※参加を希望される方は 11 月 10 日（土）までに下記へ連絡ください。
荒井英治：電話 ０８０－８６９５－６６３９ Ｅメール araieiji1192@yahoo.co.jp
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交通アクセス
R359 号

“もうこんな時季になったか…”
になったか…”忘年会の案内を聞くと誰もが思う。
そして、巡る季節の早さにたじろいでしまう。
巡る季節の早さにたじろいでしまう。
お酒を酌み交わし滑らかになった舌が、仲間のこころに語りかける。
“元気だったときの武勇伝を聞こうじゃないか”
“残るエネルギーを燃やしてやろうとしていることを聞かしてくれ”
そんな席にみんな集まり、今年の〆を！
り、今年の〆を！

○12 月 15 日（土）午後 6 時 30 分
○しな乃 高岡えんじゅ通りホテルニューオータニ
○会 費
5,000 円
○参加申込 12 月 3 日（月）までに堀井泰則へ
SMS 090-1314-6394
6394 or FAX0766
FAX0766-25-2792

多数の会員の御参加をまっています
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向い

自主企画

山行報告

立山(雄山)

10/2（火）

メンバー：(Ｌ)林 憲彦 加藤日出子 竹内啓子

一等三角点前で

朴木美芳 甲かほる

【

行程記録 】

薬勝寺池公園駐車場 5:30 ⇒ 立山 6:25 着 ⇒ 立山
7:10 発 ⇒ 美女平発 7:40 ⇒ 室堂着 8:20
室堂発 9:20 ⇒祓堂 10:10 ⇒一の越着 10:20 発 10:50
⇒ 三角点 11:55 雄山頂上 12:07 昼食 発 12:50
⇒ 一の越 13:45 発 14:05 ⇒ 室堂 15:00 ⇒ 高原バ
ス 発 16:10

⇒薬勝寺池公園駐車場 18:30

林 ： 立山駅で室堂の気温が－1.9 度と表示されているのを見てビックリ。美女平から高原バスが室堂に
近づくにつれ所々に雪が…今年の初雪でした。かつて 10 月中旬荒天の中、立山を縦走していた登山
者が多数遭難死したのを思い出し緊張しました。幸いに徐々に空模様が回復し、出発時合羽を着るも
のの雨に会わず無事頂上にたどり着き嬉しさと安どの感情がこみ上げてきました。2011 年に単独山行
で室堂から 4 時間、昨年は 3 人のパーティーで 5 時間、今回は 5 人のパーティーで 6 時間の山行でし
た。さて来年は記録を更新し 5 時間位で行ってこられるか？体力づくりに励もうと思いました。

加藤： 穂高岳縦走(9/30～10/2)が中止となり、立山登山に参加しました。山頂からの眺望は霧で真っ白で
したが、雲の切れ間から槍ヶ岳が一瞬望めた。「感動！」有意義な一日に感謝です。

竹内： 道路端に雪がたまっていたので、私大丈夫かしら？と心配になりました。登っていく岩の片側に雪
がエビの尻尾を並べたようにくっついていたのが珍しかったです。頂上に着いたら温かいラーメンを
と期待していたのに、もう全て閉められていました。残念‼︎
‼︎ 空模様を見ながら、待機したりしな
がら進めてくださったので、雨にも会わず山行が楽しめました。リーダーありがとうございました。

甲 ： 久しぶりの雄山です。バスからは紅葉を楽しみ、室堂では真冬を体験。岩にはエビの尻尾の氷がい
っぱい。とてもきれいでした。時間はかかりましたが、頑張って頂上まで登りお参りもしてきました。
元気でまた登りたいものです。
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みんなでハイタッチ！

立山登山
朴木 美芳

好天を選んでの実施でした。9 月 30 日 10 月 1 日の涸沢行き
が中止になった事もあって、ぎりぎりで参加をお願いしました。
立山は 20 年以上前に登ったっきりで、本当に久し振りでした。
平日だったせいもあり、駐車、ケーブルカー、高原バス乗車共
にスムースに運びました。
高原バスの車窓から立山杉やブナなどの森林帯、滝見台から
の称名滝、餓鬼の田、そして紅葉したナナカマドやダケカンバ
とハイマツの緑とのコントラストを眺め、深まりゆく秋の風情
を楽しみました。しかし室堂に近づくにつれガスが多くなり小
雨模様で、天候があやしくなってきました。
バスを降りると地面に雪があり、昨夜あたり初雪だったのか、こちらはもう冬の訪れを感じました。休憩室
で雨具の装備などの準備を済ませ、いざ出発と外に出ると、なんと風雨に濃いガス、最悪のコンディション。
リーダーの暫く様子見という判断で、休憩室で待機する事 30 分。青空が出始め雨も上がったので、今度こそ
のスタート。
一の越山荘まで、樹氷の様に雪の付いた草原、雪の冠ったハイマツとその可愛らしい松ぼっくり、深い赤に
染まったチングルマの葉っぱ、点在する白い岩肌、広々とした一帯の景色を楽しみながら歩きました。一の越
山荘でトイレ休憩してる間に、今度は風が強くなって又荒れ模様。本当に、山の天気は急変するんだと体感し
ました。リーダーから途中で中断、引き返す判断も有りと言われた時は、諦めるしか無いと無念に思いました。
15 分程して少し天気が回復してきたので、出発。さあ、いよいよの岩場。三の越辺りまで強風に煽られな
がら、皆で励まし合い慎重に一歩一歩。
暫くすると、パーっとガスが流れ青空も見え、太陽のおかげで一気に体も暖かくなり、ヤッターと思わず感
激。途中の風当たりの強い岩にエビの尻尾状の氷雪が付いていて冷え込みの強さを表していました。
一同雄山山頂に到着した時は 1 度目のハイタッチ。時々現れる槍などの山並みをご褒美に昼食タイム。でも
やっぱり気温の低さと風で、すぐに体が冷えました。
下りは特に慎重に三点支持で一歩一歩。無事に一の越に
戻った時は皆笑顔でした。室堂までは、皆で「今日は結局
雨に濡れる事なく本当に幸せ」、「30 分と 15 分の待機が
功を奏した」などと話しながら歩きました。
到着後 2 度目のハイタッチ。玉殿の湧水を美味しく頂き
バスの乗車待ち。話に花が咲き、一本乗り過ごすというハ
プニングもありましたが、立山登山はとても満喫しました。
立山駅を出ると可憐な紫色の花をつけた紫式部のお迎
えがありました。
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山行報告 10/14（日）

雨飾山

１９６３．２ｍ

メンバー (L)荒井英治、(SL)塚 良昭、村 昭二、
川渕順正、松田光恵、堀井泰則、森田絹代、
松田はる美、朴木美芳、森田清子、松田理恵子
【行程記録】
薬勝寺 P 集合出発 5:33 → キャンプ場駐車場 7:43
登山口出発 8:06 → 荒菅沢 10:11 → 笹平 2:05
雨飾山山頂 12:35 昼食 → 下山開始 13:22 →
キャ ンプ駐車場着 17:33 → 入浴 →
薬勝寺 P 到着 20:33

ひとくち感想
松田は：秋の雰囲気たっぷりの雨飾山。はじめて登りましたが素敵な山でした。新緑の時期にも登ってみたい
と思いましたが残雪があると聞いたのでやっぱり来年も秋かな！なんて思いながらの下山。ありが
とうございました。

朴 木：沢を渡っての登山道は、初めての経験で楽しかったです。
塚 ：多少の雨を覚悟していたが、晴天に恵まれ登山途中の紅葉や、焼山・高妻山・戸隠山の眺望がよかっ
た。全国から沢山の人出だった。

堀 井：これまで幾度か雨の中を登ったり、ガスって展望がなかったりの雨飾山だった記憶が残っていたが、
天候良し！の出発で山が秋色に染まっていて、秋の山を体中に感じることができて良かった。た
だ・・・遅れて皆に迷惑をかけ、且つ、笹平でギブアップしてしまったことが無念だった。

荒 井：天候が良かったので、錦秋の雨飾山が見られて良かった。頂上での視界がイマイチだったのが残念。
登りの途中で見る雨飾山は迫力があって素晴らしかった。

川 渕：素晴らしい山でした。標高二千メートルに満たない山ながら、その眺望と美しく豊かな自然は、なる
ほど日本の百名山に相
応しい山でした。圧巻は
荒菅沢手前から眺めた
山腹の紅葉と布団菱の
白の岩壁。布団菱とは、
東峰直下から奥壁にあ
たる巨大な白い岩壁の
ことで、布団を干したよ
うな姿からフトンボシ
が訛ってフトンビシに
なったとか…。かの深田
久弥は、切り立ったこの
布団菱を直登したというから驚きです。
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松田光：雨降りを覚悟していたが晴れ。アップダウンも激しく、悪天候ではとても歩けないと思った。見事な
紅葉に感動。何とか登頂できたので満足した山行でした。

守 田：前日まで『登山指数Ｃ』で、諦めていたお天気が予報に反し、素晴らしい紅葉・黄葉を堪能すること
ができました。久しぶりに大勢で楽しかった！ みなさんありがとうございました。Ｗモリタはリ
ベンジ山行でした。

森 田：去年は雨で断念した雨飾山。登れました～！見事な紅葉でした♪
松田理：沢に向かって降りていくときは、もったいなーい、と叫びたかったのですが、沢から見上げた雨飾山
や布団菱は最高でした。今年はあきらめていた紅葉に華やぐ山を見られて本当によかったです。

靴選びには細心の注意を

―自己反省文を兼ねて―
村

昭 二

10 月 14 日、予定通り薬勝寺池を出発。12 名参加予定中、１名都合で⒒名の参加となる。途中の休憩
を含めて８時過ぎに登山開始。標高再度合わせて、約 900m の登り。今迄の私の経験上、１時間 250m
とすると４時間位の登り。最初はまだ紅葉もまばらでいまいち。途中から紅葉。但し黄色が多く紅い色
は全くない状態。所々1~2 本道中に紅色が有る程度。荒菅沢で急なダウンアップ。普通の山では当然の
道。ここでの紅葉景色も紅の少ない景色。荒菅沢の頂上付近で１名昼食。その他の人は頂上へ。

頂上

はあいにくのガスで、絶景とはいかず…少し残念。
私としてはこの山は３回目ですが、今から約 20 年前位の話で、約４時間位なら十分可能な山のつもり
でした。ところが登り途中から左親指が痛み出し、荒菅沢の登りで足が痛くなり、リーダーに荷物を持
ってもらう状態に至りました。リーダーには本当にありがとうございます。この靴は３年前に買い、水
晶岳・トムラウシ、大雪山と共にしたもの。足が痛いながらも、右親指だけが爪の下が血で真っ赤にな
り…痛みはあまりなかった。私が通っているスポーツジムに義足専門の営業員が来ていましたので、新
しく測定してもらいソールを両足とも注文した。
それが到着したら、薬師岳を立山から折立まで
縦走を予定。その間、一度も試足せず、今回の
山行に使用。それが基で右親指は異常はなかっ
たが、今回、左足親指に負担がかかり、下山時
には足がかなり痛くなった。結果、皆様方に大
変なご迷惑をおかけして、約１時間遅れて薬勝
寺に到着。
山を永く行っていましたが荷物を担いでもら
ったのは初めて。他人の荷物を担いだことは何
十回もありますが。最後になりますが、靴を購
入するときは十分留意されたほうが良いと思い
ます。いずれにしても年齢を考えて山行に参加

荒菅沢付近登山道から稜線を仰ぐ

したく思いますので、今後ともよろしくお願い致します。
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〔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

080-8695-6639

憲彦、山本 則夫、岩越 理代、加藤日出子、甲

厚子、

塚 良昭、新田俊明で構成します
〔相談役〕山田 格

〔監事〕上田 千秋、竹内 啓子

11 月の世話人会開催は 11 月 6 日（火）と 10 月 20 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。

◇ 9/30～10/2「紅葉の涸沢と穂高縦走」と 10/7 大門山・赤摩古山の二つの企画が相次いで中止となってしまっ
た。台風 24 号と 25 号の来襲を受けて悪天候のため危険を回避したからです。期待して参加申し込みも多くあ
りましたが残念です。また機会をつくりましょう。良く言うじゃありませんか「山は逃げない」って。
◇ 晩秋から冬にかけての 11 月・12 月の企画がさびしい感がぬぐえません。気温も下がり天候も不順になりがち
で“気持ちを萎えさる”から企画にも反映しているのか？こんな時季だからこそ、屋内で学習して「次のチャ
レンジ」のための知識と意欲を高める企画、会報 3Ｐに紹介した『登山技術研修会』こぞって参加しましょう。
◇ 「一定期間のうち、天気の良い日に実施する」林さんの自主企画は、退職されてある程度時間を自由にでき
る会員には“これもありかな”と思います。この時季の北アルプスは冬に入っているという対応をしなければ
ならないことを山行報告からうかがえます。
◇ 雨飾山「名は体を表す」のごとく雨が多いと聞く。今回の企画は昨年文字どおり「雨で中止」したリベンジ
でしたが、それを成し遂げたようでした。
◇ 忘年会。年の瀬が足早にやってくるような言葉の響きを感じます。それは“日本の風物詩”ともいえる飲み
会です。今年は賑やかにやりましょう！“♪飲んで～飲まれて飲んで～”

酒を酌み交わしながら語り合うこ

とで生きる元気を少しでももらうことができるなら、それも立派なアンチエージングだとおもうのですが…。

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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