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伊吹山

小木

清 画

感想／岩越理代

登山セミナー

感想／川渕順正
感想／松田光恵

感想／森田絹代

「呉羽丘陵を歩く会」参加申込は終了しました。

登山セミナー

6 月から 9 月にかけて 6/29 鉾ヶ岳・7/27～笠ヶ岳・

8/11 西穂独標・8/25～唐松岳から五龍岳縦走・9/14
～槍ヶ岳と北アルプスなどの岩稜を登る企画があり

【集合・出発】薬勝寺池 P

ます。その企画に参加を検討されている会員は参加し

【訓練場所】立山駅横の真川河川敷

ましょう。

訓練内容 ・堤防壁で三点支持登攀と下降

上記の夏山企画は登山経験 or 登山セミナー参加な

8 時 00 分

・急斜面トラバース
・渓流徒渉

どを受付の判断としたいと思います。

・簡易ハーネスの使い方
・ツェルトの使い方、張り方
・他
必ずヘルメットを持ってきてください。
入浴準備も 16 時頃に薬勝寺池 P 帰着予定
【参加申込】6 月 3 日まで
FAX 0766-57-8180

岩井富雄へ

SMS 090-5177-9255

昨年の訓練風景

北陸自動車道の能生 IC 付近から見ると
きんかんむりやま

ひときわ高く目立つ山が鉾ヶ岳。 金 冠 山

1244ｍは鋭く尖った岩峰。そこは針金や
ほこがたけ

糸魚川市

1316.9ｍ

登りきるといちばんの眺望が待っている。

【集合・出発】薬勝寺池 P 6 時 00 分

クラブで 2004 年 5 月 30 日に実施し

【行程】能生 IC から溝尾登山口へ
登山口 8：15

島道分岐 8：45

大沢岳 10：45
11：30

ている。Ｌ・林

金冠山 10：15

登山口 14：15
スリリングな岩峰 金冠山

単純標高差 900ｍ
登り 3 時間 15 分

ＳＬ・堀井。会報№52

に記録が記載されている。

鉾ヶ岳山頂 11：00（昼食）

登山路を下る

ロープを頼りに登るスリリングな登攀路。

下り 2 時間 30 分

体力度・技術度とも★★★☆☆
Ｌ／的場邦夫
【参加申込】
6 月 19 日まで的場邦夫 SMS 090-4320-5325
堀井泰則 FAX 0766-25-2792
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滋賀県米原市
1377ｍ
伊吹山は平野から一気に立ち上がる姿が美しく、深田久弥の「日本百名山」の一つに選定されているが、
伊吹山といえばまず、山頂まで広がる夏の草原性のお花畑を思い浮かべる。春から秋まで、麓から山頂ま
で、1300ｍ台の低山でありながら多くの花が楽しめる稀有な山だといえるだろう。
（「山と渓谷」より）
五合目から望む山頂

【集合・出発】薬勝寺池Ｐ 5 時 00 分
長浜 IC

【行程】北陸自動車道
（上野ルート）

登山口

伊吹山山頂

下山は登山ルートを下る
標高差

約 1100ｍ

登り 4 時間

下り 3 時間
オドリコソウ

技術度★☆☆☆☆ 体力度★★★☆☆
〈Ｌ〉塚 良昭
【費用】4000 円～5000 円（交通費、保険、他）
【参加申込】6 月 27 日まで塚 良昭へ

2015.5.31 実施の
伊吹山スナップ
右：5 合目通過の
三島野パーティー

SMS 080-8033-7427

山の名前には、冠だの、烏帽子だの、笠だの、頭にかぶるもの
の名称をとったものが多い。同じ笠にも、編笠山や遠笠山や衣笠
山などあるが、やはり一番多いのは単なる笠ヶ岳である。もちろ
んそれは笠の形をしているから名づけられたに違いないが、名前
だけでは信用できない。表から眺めると笠に見えても、横に廻る

2898ｍ

と形の変るものがあるからだ。
それらの多くの笠の筆頭に挙げられるのは、北アルプスの笠ヶ
岳である。そしてこの山ほどその名に忠実なものはない。どこか
ら望んでも笠の形を崩さない。遠い立山から見ても、近い穂高か
ら見ても、山麓の平湯から仰いでも、飛騨の高山市から眺めても、
すぐにそれと指摘できる、文字通りの笠ヶ岳である。
（深田久弥の「日本百名山」笠ヶ岳の項の冒頭の一節）

室堂山より笠ヶ岳を遠望（ネットより）

ルート
プラン

（土）

ルート
プラン

（月）

【行程】

【行程】

1 日目：新穂高温泉
標高差 1200ｍ

2 日目：鏡平

小池新道

鏡平（泊）

1 日目：新穂高温泉

歩行時間 6 時間 00 分

弓折分岐

・秩父平・抜戸岳
単純標高差 600ｍ

抜戸岳分岐

弓折岳・大ノマ岳

標高差

笠ヶ岳山荘（泊）
４ツのピークを登り返す

笠新道

新穂高温泉

標高差

下り 1800ｍ

技術度★★☆☆☆

歩行時間 7 時間 00 分

体力度★★★☆☆

笠ヶ岳山荘（泊）
登り 1800ｍ

下り 1800ｍ

技術度★★★☆☆

杓子平

杓子平

歩行時間 8 時間 00 分

杓子平

新穂高温泉

標高差

3 日目：笠ヶ岳山頂往復 山荘

笠新道

2 日目：笠ヶ岳山頂往復 山荘

歩行時間 6 時間 00 分

笠新道

（月）

（日）

歩行時間 7 時間 00 分

体力度★★★★☆

A プラン・B プランを選んで参加することができ
ます。詳細な案内は次号会報を参照してください。
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山行報告

４月２８日(日)

南保富士

メンバー：（Ｌ）荒井英治、(SL) 塚 良昭、村 昭二
堀井泰則、岩越理代、松田理恵子、竹内啓子
坂井季子、甲かほる

７２７ｍ

【行程記録】
薬勝寺 P 出発 8：00 → 小杉インター →
朝日インター → 三峯グリーンランド →
登山口 9：50→頂上 11：05 昼食
出発 12：00 → 登山口着 13:15 →
らくちーの温泉→薬勝寺 P 着 15：30

ひとくち 感 想
荒 井： 前日の雨模様から打って変わって快晴の天気。海、山、川、扇状地と、富山県の風土の豊かさを
堪能した一日でした。余談：前日の夜、最新版の地形図：「泊」を購入。よく見ると北陸新幹線が
笹川の地下を走っていることに驚く。川の下を新幹線が走っていることに正直、大発見したような
気分。早速、当日、参加者に触れ回っていました。改めて地形図を読むことの楽しさを実感。皆さ
んも登山に使うだけじゃなくて、地形図で遊んでみませんか。（例えば標高 200ｍ以下の等高線を
赤鉛筆でなぞるとか。富山県が扇状地の百貨店であること、それだけ地殻の沈降・隆起の変動の激
しいエリアであることがよく分かります。）

塚 ： 低山ですが急登も有り、変化に富んで楽しい山でした。山頂からは富山湾の全景、能登半島まで
見渡せ素晴らしく、また毛勝三山を間近に望めました。

村 ： 天気が非常によく頂上から 360 度の見晴。頂上では遠くの山を見て「あの山この山」とクイズの
ごとくワイワイと探し合い。私は、左親指の故障で下りはやっと。多分、この１年はこの調子が続
くと思うと同行者に迷惑をかけるので本当に心配しています。それでも、同行させてください。

堀 井： 山の名と場所は知っていたが初めての山でしたが“いい山だった”が第一印象。木々の芽吹く季
節の明るく清々しい登山道と山頂からの展望は一級品だった。黒部川扇状地と富山湾と能登半島の
先端まで見ることができ、まだ雪を残す毛勝山と赤谷山も望めた。秋もいいかな。

松田理 ： 出発の時から北アルプスの山々の見え方がどんどん変わるのが楽しくて、うきうきしていまし
た。しかし何といっても頂上の景色は最高でした。ゼンマイをいっぱい採りました。頂上付近の道
に咲く花はイワウチワだと思っていますが、帰って調べるとトクワカソウにも似ていて違いがよく
分からない。荒井リーダーが岩石を割って内部の結晶を観察しておられたのも気になるし、ウー
ン！山行の魅力は山ほどあって楽しくも悩ましい。

竹 内： 頂上に着くと、なんと見晴らしの良いことか！一方は広い海、整然とした田圃と人家。又一方は
かさ

緑の山。そしてもう一方には雪をいただいた高い山々が見渡せました。仰ぐ空には暖かい太陽（暈
がかかっていたけど)。高くはないけれど、南保富士はとてもいい山でした。
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坂 井：入会して初めての登山でした。緊張と不安で一杯だったのですが
登頂しての富山湾一望の景色に感動し参加させていただいた事
を嬉しく思いました。ありがとうございました！

甲 か:名前に引かれて初めて登りました。頂上から、黒部平野、富山湾、
能登半島まで一望。車中から見ていた剱岳や毛勝三山もすぐ目の
前に大きく見えびっくり。山が若葉がいっぱいで元気をもらって
きました。帰り残雪の美しい朝日岳や僧ヶ岳も確認できて嬉しか
ったです。
はじめての参加 坂井です

眺めが最高、南保富士
岩越 理代
９連休という長い GW が始まり、あと数日で令和になろうとしている。私にとって平成最後の三島野 SC
山行が今回の南保富士登山であった。ガイドブックによれば、富山県朝日町南保地区にあり、地元の方々から
は「富士」と呼ばれているそう。高山でも独立峰でもないけれど、富士と名がつくとつい登りたくなるところ
が日本人だなあと思う。
天候は快晴というよりも、明るめの薄曇りで春霞がしっくりくる感じ。この時期の里山は、目に優しい新緑
があふれ、春の花や山菜を見つけることもできるためか、山に入る前からお約束の山菜話で盛り上がった。山
道は序盤はなだらかで、途中からやや急勾配なところもあったが、落ち葉がフカフカで脚にやさしく、トラロ
ープも配備され歩きやすかった。何より少し冷たいくらいの風が、汗かきの私には心地よかった。
徐々に高度を上げていくと、何度か展望できるポイントがあるの
だが、山頂からの眺めは格別だった。眼下に黒部川扇状地と天然の
いけす富山湾（向こうに見える陸地は氷見？能登半島？）が一望で
きる。平野部をよくみると多くの田んぼに水が引かれ、夕暮れ時の
景色をも連想させてくれた。北アルプス側手前に負釣山、その奥に
は劒岳、越中駒ヶ岳、僧ヶ岳、烏帽子山、鋲ケ岳・・・。4 月上旬
山間部に雪が降ったせいか、北アルプスの白と手前に見える低山と
の色のコントラストを楽しむことができた。ここで１時間山座同定
や景色を楽しみながらのランチタイムをとることになった。堀井さ

眼下に新川平野と富山湾

んからは歯ごたえのよい自家製の惣菜（材料はモチロン春の山菜♩）をいただいた。空を見上げると、レアな
気象現象「ハロ」や薄っすらと「環水平アーク」がみえた。明日は天候下り坂かなあ。
普段時間に追われ忙しくしているせいか、GW ぐらい何もしないで家でゴロゴロとしていたい気持ちもあっ
たが、花や景色を見ては話し、風を感じながらゆっくりゆっくり体を動かすっていいものだなあ、来てよかっ
たなあと大満足の山行だった。今回は七重滝には行かなかったが、次回是非そちらにも行ってみたい。帰りは
「らくちーの」で温まり帰路についた。
L はじめメンバーの皆さま、ありがとうございました。

環水平アーク（かんすいへいアーク、英語：circumhorizon arc、
circumhorizontal arc）とは、大気光学現象の一種で、太陽の下
46 度の水平線上の薄雲に虹色の光の帯が見えるもの。水平弧、
水平環 とも呼ばれる。大気中の氷晶に太陽光が屈折して起こる
もので、太陽高度が 58°以上の時にしか出現しない[。
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山行報告

立 山

５月３日(金・祝)

メンバー：(L) 塚 良昭、堀井

泰則、的場 邦夫、川渕

順正、岩越 理代、松田はる美、
雄山山頂にて

【行程記録】
薬勝寺 P 出発 4：00 ⇒ 立山駅着 4：50 ⇒
ケーブルカー乗車 6：30 ⇒ 室堂着 7：40 ⇒
登山開始 8：00 ⇒ 一の越着 9：10 ⇒
雄山頂上 10：40 (昼食・休憩) ⇒
一の越着 13：10 ⇒ 美女平着 15：00 ⇒
立山駅着 16：25 ⇒ 入浴後帰着 18：35

ひとくち感想
塚 ： 連休後半で混雑のピークが始まるので、朝早
くから並び 6：30 のケーブルカーに乗ること
ができた。雪が締まりアイゼンでサクサクと
歩くのが気持ちいい。一ノ越から雄山山頂までは岩と氷の急斜面で登り応えがあった。山頂からの 360
度の雪景色は素晴らしい景観だった。

岩 越： 残雪期といっても甘くはありません。事前の装備選択が大切だと思い、数年前吹雪とホワイトアウ
トを経験した唐松岳での服装・装備記録を参考に荷物を組みました。L が朝早く（というか夜中）から
チケット売り場に並んでくださったおかげで早い時間に室堂に到着できました。山頂付近を見ると雲の
流れが早く、案の定、一の越からは強風と寒さに耐えながらの登り下りとなりました。山頂のお社から
見た景色・あっという間にぬるくなったカップラーメン・水筒に残った湯を飲んだ時のあたたかさ・寒
い中でもメンバーが声をかけてくれたこと・・・たくさんの思い出ができました。L はじめメンバーの
皆さん、ありがとうございました。

的 場： リーダー塚さんの朝４時前の切符売り場の順番待ちで朝六時半にケーブルに乗れて、予定通り行動
できました。感謝感謝です。

松田は： 今回一番リーダーを悩ませたのは雪の立山ではなく激混のケーブル対策だったはず。一体何時に立
山駅に並べば何時のケーブルに乗れるのだろうか。塚リーダーが４時から並んでくださったおかげで
6 時半のケーブル乗車することができました。激混の GW、出だし上々だぜ！！私はといえば、2 日前
にピッケル購入し軽アイゼンで登ろうという甘い考え。なんと堀井さんが私用にアイゼンを準備してき
て下さっていました。無事に登頂し、やっぱり 12 本アイゼン&ピッケルは絶対に今の私には必要だっ
たと思いました。軽アイゼンだったらどうなっていたことか・・・。グループが協力し残雪の雄山に登
頂し全員元気に帰ることができました。令和初登頂が立山雄山であったことに大満足です。

堀 井： 天気良しだったが、強風と低温は 3000ｍの北アルプスの厳しさをあらためて思い知らされた。何よ
りバテてしまってパーティーに迷惑をかけてしまった。一ノ越からの登り途中から体に力が入らず、軽
いめまいもおこり小さな祠のある（三ノ越？）で停滞。“休んで状態を見て一ノ越まで下りる”ことに
して先行してもらった。強風の吹きっさらしのなかでおにぎりを食べ水分補給して体を休めた。ガスっ
て視界が悪くなっているが、ガスが流れて山頂の社が見えて、「もうちょっと頑張ってみるか」と後続
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で登ってきたパーティーの後ろについて急登の岩稜を攀じ登った。
山頂での三島野 SC の旗を掲げて記念撮影に並べてよかった。下山時、踏ん張りのきかない弱った脚
力はバランスを失いかけることもしばしばあり、アイゼンの爪を岩に引っ掛けてこけることもあった。
寝不足と日頃の不摂生が招いた「立山苦行」登山でした。

雪の立山、頂に立つ
川渕順正
立山といえば、富山県に生まれ育った者にとって親しみある山であり、誰もの憧れであり、その山容は他府
県の人への自慢でもある。小中学校の校歌にも大概織り込まれ、富山県民の歌にも歌われてきた。今回の山行
は春まだ浅い立山。春山とは言え、室堂以上は完全に雪山。天気が安定せず時間ごとに目まぐるしく変わり、
時々荒天になることもある。しかし白一色の壮大な自然に会うため装備を万全にし、参加を決めた。
ＧＷ客の混雑回避から予定集合時間より、1 時間早い朝 4 時前に着くも、計画表のメンバーも入れ替わり、
肝心のリーダーの姿が見えない。聞くとケーブルカーの待ち時間が半端でないことから、先に行って順番待ち
しているとのこと。本当に頭が下がります。
車で立山駅に着くと、駐車場は一杯、乗客も切符売り場前にあふれていました。お陰様で、全員 6 時半発の
ケーブルカーに搭乗できました。登山バスで揺られること 50 分、
「雪の大谷」を経て室堂ターミナルに着きま
した。ここにもどんどん人が集まって行き交い、さながら都会の駅の喧騒です。所用を足して建物屋上に出る
と、天気は良く、眩しいくらいの白銀の世界。
早速アイゼンを付け、サングラスを掛け、一の越まではトレッキングポールでと決め歩き始めた。夏山と異
なり、一面の雪の原は広く、どこでも歩ける。あまりに広いためガスったとき迷わぬよう、一の越まで竹のポ
ールが 10ｍごとに刺してある。多くの方の往来の足跡が道のように続いている。あちらこちら遠くの登山パ
ーティーが蟻の行列に見える。そして表層雪崩の跡もいくつかあった。
夏山シーズンには、石畳で九十九折に登る登山道も積雪時の今は直登できる。しかし、一見なだらかに見え
ンは欠かせない。一の越手前の一番のきつい斜面だ。
一の越に到着すると多くの人々が一時の休憩を楽し
んでいた。眼前には槍穂高が、右には浄土竜王が…。
来た道を振り返り、見下ろすと室堂平、大日連山は真
っ白に輝き神々しいほどの絶景である。
さてここから雄山へ登ることが、この山行のクライ
マックス。トレッキングポールからピッケルに切り替
え、アイゼンをしっかり締め、急登に備える。一の越

一の越へ雪原を登る 仰ぐ立山

る斜面だが遠目に見る以上に斜度があるので、アイゼ

～雄山の稜線は吹きっさらしで岩がゴツゴツと雪の少
ない箇所が多いが、岩の表面が凍り付いたり、「エビのしっぽ」が出来たりして前日の寒さが窺える。アイゼ
ンを付けての岩場は歩き辛く、リーダーはなるべく雪面を登ることを心掛けた。斜度がきつく、時折この一歩
を踏み誤ると危うく滑落という事態が想定される個所がある。ピッケルをしっかり刺し、慎重に進む。緊張の
連続ながら、
「夏はキンチョウね」などと言っておれない。春山も緊張です。
途中、稜線に雷鳥を二羽見つけることができた。どちらも羽根が白から斑に変わりつつあって、カメラを向
けたときにはもうどこかへ去った。時折稜線に身体があおられるほどの風が吹き、苦戦しながらも社務所の屋
根が見えてきたときは「遂にやったー」と思った。頂上につき、仲間と小躍りしてハイタッチして喜んだ。
頂上からの眺めは素晴らしかった。が、ガスがかかったり晴れたりが目まぐるしい。雪も深く、鳥居が埋ま
って腰掛と見紛うほど。社務所の屋根は雪続きで登れ、そこで食事する人も…。
今回の山行は非常に印象深いものになりました。往路帰路ともリーダーの配慮に感謝でした。
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5/12（日）
妙高市／飯山市
メンバー：（Ｌ）堀井泰則 (SL) 的場邦夫
林

憲彦

塚 良昭

有沢真知子

甲かほる

松田理恵子 松田光恵

（1,135ｍ）

松田はる美 竹内啓子

村 昭二

山本則夫

【行程記録】
薬勝寺 P 出発 6：30→小杉インター→妙高高原インター→沼の原湿原 P9:07→出発 9:25
万坂峠 10:20→袴岳頂上 11:45 頂上出発 12:20→袴岳下山口 13:45→赤池 14:05→沼の原湿原 14:45
→香風館

妙高山里の湯着 15:45 発 16:45 →薬勝寺 P 着 19：20

ひとくち感想
堀

井：未経験のコースの〈Ｌ〉を引き受けたも
のの、斑尾山麓にこんなに広い湿原が存在
することも知らなかった。ネットなどから
このコースの情報を集めて計画書を作成
しました。木道などで整備されていて、春
のミズバショウやリュウキンカの花の群
生と芽吹き始めた木々が高原の春のたた
ずまいを見せてくれました。袴岳に登り、
山頂から眺めた雪を残した妙高山の美し
さは感動的だった。「歩行距離 10 ㎞」にも
及んだという今回の山行は“あ～疲れた、で

袴岳山頂 後方に妙高山

もよかった”です。

有

沢：ミズバショウと新緑にひかれて久しぶりに参加。湿原をのんびり散策とはいきませんでしたが三
島野らしくアップダウンを歩いて歩いて。残雪の妙高山を見てのお昼。満足の一日でした。
甲 か:沼の原湿原は春の始まりでした。残雪、ミズバショウやリュウキンカの群生、新緑のブナ林、フキ
ノトウやコゴミの群生に感激。りっぱな妙高山を目の前にしながらの昼食。堀井さん自家製のうど
のきんぴらはおいしかったです。帰宅後、私も負けじとフキノトウ味噌とコゴミのごまみそ和えを
つくって食べました。香りがいっぱいでした。
塚 ：天気も良く、広々とした湿原を歩くのは実に気持ちがよかった。袴岳山頂では真正面に堂々とし
た妙高山が素晴らしかった。下山道中はブナ林の新緑が目に眩しかった。
村 ：天候にめぐまれて、最近行く山行は非常に幸せ。また、下りも少なく、私にとっても最高。何時
までも痛いのも大変なので足の肉を切ることにしました。
松田は： 袴岳山頂からの妙高山は『いつか登ってちょーだい』と私に話しかけていると勝手に思いまし
た。登ってみたい山の候補に入っています。いつも少ない費用でいろいろな風景を見せてもらうこ
とができ感謝です。
的 場：水芭蕉の咲き具合は五分咲き位でした。一面満開になると見事だろうと思いながら今回は袴岳を
登り、沼ノ原湿原の外側のトレイルコースを歩くルートでした。天候に恵まれ登山道には時折残雪
が有り、又山菜もあり楽しく歩きました。
竹 内：ミズバショウも良かったけれど、コゴミ採りが楽しかったです。私にとって初めての経験でした。
又、雪がたくさん残っていて滑らないように気をつけて歩かなければなりませんでしたが、消えた
すぐ後にはフキノトウが顔を出していて楽しく摘みとりました。ルンルンの一日でした。
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林

：水芭蕉をはじめとする早春の花が出迎えてくれて楽しい山行でした。お昼をとった袴岳からの妙
高山の展望が素晴らしく、もやっていなければいつ来てもいい山だと思いました。妙高温泉に浸
りながらの袴岳は、なだらかな稜線を描き素敵な姿。また来たい山になりました。

松田理：湿原では光り輝くリュウキンカに可憐なミズバショウ、袴岳への道には目に染みるような青葉の
ブナ、そして足元には美味しそうなコゴミやフキノトウ。そして残雪。５時間の歩行もとても楽
しかったです。青空に拡がる残雪に覆われた妙高の山々の絶景に感動！

山

本：今シーズン初の山ゆきで天気が良く最高の一日となりました。見どころとしては、沼の原湿原で

左・湿原の木道を行く
上・水芭蕉の群生
右・リュウキンカの群生

青空に拡がる残雪に覆われた妙高の山々の絶景に感動！
松田

光恵

薬勝寺駐車場を出発するときは薄曇り。沼ノ原湿原入り口に到着する頃は晴れ。予報通り好天に期待が高
まる。21ha の湿原は広く、木道は整備されている。白い水芭蕉があちこちに咲き拡がっている。雪解けが
遅かったのか小さな花もあり、満開はもう少し先の様子だ。リュウキンカもあちこちに黄色い花を咲かせ、
湿原の中は、白と黄色の競演のよう。
湿原を後にしてからは、所々で残雪があり、雪渓を歩きながら万坂峠を越え、袴岳山頂を目指した。途中
のカラマツ林の新緑は美しく、見事な幹をしたブナ林も道中を愉しませてくれた。また、道ばたにはコゴミ
やフキノトウが顔をだしており、さながら山菜採りの山行である。特に急坂もなく、たどり着いた袴岳山頂
では、見事な眺望が迎えてくれた。晴れ渡る青空に残雪に覆われた妙高山を中心とした黒姫山などの山々が
眼前に拡がった。絶景である。昼食をとり、妙高をバックに記念写真。
下山路は、急坂を下り、赤池を経て駐車場に到着。下りも、登りと同様に雪渓を歩き、山菜を採りながら、
地図とスマホをフルに活用しながらの山行であった。
帰路での汗流しは妙高温泉。旅館のレトロな浴場で温泉をたっぷり愉しみ疲れも取れた。山行ルートの変
更で帰宅は予定を過ぎたが、天候にも恵まれ絶景も堪能でき満足な山行となった。晩ご飯のビールが大変う
まかった。
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山行報告

5 月 19 日(日)

大辻山

自主企画

立山町／上市町
１３６１ｍ

メンバー；(L) 堀井泰則、(SL)的場邦夫、松田光恵、竹内啓子、森田絹代、松田理恵子、齋藤賢司
【行程記録】
薬勝寺 P 出発 8:00 ⇒ 登山口発 9:20 ⇒ 大辻山山頂 11:40 (昼食・休憩) ⇒ 下山開始 12:20
（その後、登山口から称名滝駐車場へ。称名滝を堪能し、お風呂には入らないで、薬勝寺 P へ）

＜大辻山企画の経緯＞
2016 年に立山山麓で開催された
労山東日本女性登山交流集会で「山
梨山の会」の人と交流する機会があ
り、「富士を愛でる山旅」で茅ヶ岳
の企画があることを伝えると“ガイ
ドしてくれる”ことになり、「山梨
山の会」のメンバー3 人にお世話に
なりました。今回はその時のひとり
齋藤賢司さんが能登を訪れる機会
に“いっしょに登ろう”と企画した
のが「大辻山」となりました。

ひとくち感想
的 場： 2016 年 11 月 26 日の茅が岳山行でお世話になった山梨山の会の斉藤さんと他七名で快晴の大辻山
登山です。薬勝寺集合時に私のミスで時間が遅れたのが幸いしたのか、頂上付近で金沢ハイキングの
団体 22 名とすれ違い頂上は意外と空いていました。頂上は目の前に弥陀ヶ原、立山三山、大日岳、
剣岳,毛勝三山、右手には薬師岳、そして鍬崎山がまじかに迫り大展望でした。斉藤さんも満足気でし
た。下山後、称名滝を見て薬勝寺で又の再開を約し解散する。楽しい山行でした。

堀 井： 絶好の登山日和の天気に誘われて出てきたのか、多くの登山者が登っていく。すれ違う人が“頂上
は 40 人で満員です”
“山頂からの絶景が待っています”などとコメントを残して下って行った。けっ
こう急登もあり、アップダウンもあって登り甲斐がありました。山頂からは残雪をまとった立山連峰
の素晴らしい景観を見ることができました。その景観を邪魔する立木が一本ある。ちょうど薬師岳を
隠していて「伐採してくれないかな」という声があがったが同感。

竹 内： 大辻山に広がる立山の山並に感動！心が洗われるってこんな時に使う言葉だと思いました。称名滝
の水量の多いことにビックリ！こんなにたくさんの数の滝が流れていることにもビックリ！虹がかか
っているのを見つけて慌ててカメラをかまえたのですが、もう遅し。虹のように消えて撮れなかった
のが残念。帰りに食べたソフトクリームの美味しかったこと！ 素晴らしい１日でした。

宮 本： 新緑のブナ林に山頂では３６０度眺望を楽しみました。そしてまた、車窓からは堂々とした鍬崎山、
断崖絶壁の“悪城の壁”に滝が出現。まさに幻の滝に感激の連続でした。

松田理： 山頂の雪を抱いた立山連峰は素晴らしかった。下山後の称名滝は今まで見た中で最高の迫力だっ
た。今回も楽しい山行で、来てよかったとまたの山行が楽しみになりました。
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松田光： ツバキに挟まれた登山道、ブナ林の葉は、緑を濃くしている。山頂の混雑を予想していたが意外と
すいており、残雪に被われた見事な立山連峰と周辺の山々を堪能。鍬崎山が大変格好良く、印象に残
った。

齋

藤：

僕の早とちりで、
“朝、待ち合わせ場所を間違えた？”から始まった大辻山山行。取り急ぎ待ち合
わせ場所に着くと皆さん歓迎してくれました、有り難う御座います。
いろいろ計画して頂いたリーダー堀井さん、的場さん、松田さんご夫妻、竹内さん、宮本さん、森
田さんのお世話で僕が此処にいます。乗り合わせで出かけるとお昼ご飯にとサンドイッチで有名な
“サンダーバード”に寄ってくれました。イノシシ肉入りサンド(カレー味)を皆さんにつられて購入、
とても美味しく頂きました。
長尾山登山口は車の大混雑、大辻山へ登って行く途中下山して来た方に山頂は 40 人程で満員と聞
いたが、山頂は程良いくらいでした。とてもこんなに良い天気はなかなかないと的場さん。薬師岳、
雲がかっていた初めて見る剣岳が顔を出す。素晴らしい。しばしのお昼休憩でおミカンを頂きました。
とてもおいしかったです。
大辻山山頂からいくつかの滝が見え“齋藤さんこれからあの滝に行くよ”と的場さん。称名滝(日
本一の滝)周辺には 4～5 本の滝が見える。だんだんと称名滝に近づくと冷えて来る。サブいが素晴ら
しい。日が差すと滝壺に虹が出る。
帰りにまた皆さんにつられてソフトクリームを食べてしまった(笑)。
堀井リーダー、そして大辻山参加の皆様有り難う御座いました。森田さん 3 日間お付き合い有り難
う。そして森田さん、3 月 26 日に計画が持ち上がり、素晴らしい初めての北陸の旅を企画して頂き
感謝します。美味しいお刺身、旨いお酒仲間、清水なおみさん、清水敏雄さん、堀井さん、的場さん、
有り難う御座いました。山梨にお出かけの際は“必ず絶対”のお声掛けをお願いします。

頂上からの眺めは感動的！！
森田

絹代

2016 年富士を愛でる山旅で茅ヶ岳に登った時にガイドをしてくれた山梨県の山の
会から、齋藤賢司さんが北陸に遊びにくるということで、今回は急遽、堀井さんが自
主企画として大辻山を計画してくれました。
当日はお天気が良すぎるほどで暑くなりそうでしたが、登山道のほとんどはブナ林
の中で、木漏れ日が差す程度。時々心地よい風が吹きぬけ、気持ちよく登ることがで
きました。ブナの柔らかな新緑がとてもきれいでした。
山菜を取りながらの登山者がいました。山菜に惹かれながらも我慢しながら歩いた
メンバーがいましたね。うふふ。
登山口へ向かう途中、コンビニ「立山サンダーバード」で昼食を調達。テレビで紹
介されたという面白おにぎりや、面白サンドイッチが並んでいました。私が買ったの
はオムライスとおでん。コンビニ弁当ではありません。ちゃんとしたサンドイッチで
す。具材がオムライスだったりおでんだったりというもの。「面白」と言われるはず
ですね。絶妙においしかったです。他にもいろんなものがはさまれていました。次回
は冷やし中華を食べてみたいな。
登山口は車でいっぱいでした。すれ違う登山客も多く、頂上では座れないんじゃないかという心配をするほどで
したが、そこはなんとか大丈夫でした。

頂上からの眺めは感動的！！毛勝三山、剱岳、大日岳、雄山、浄土山、鍬崎山まで見渡せました。弥陀ヶ原、
天狗平も一望できました。さらには称名滝が弥陀ヶ原台地から流れ落ちる様子もみることができ、感動しまく
り。パノラマ撮影しまくり。忘れられない景色でした。秋の紅葉の時はまた綺麗なことでしょう。
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下山後、称名滝へ。雪解け水のおかげで半端な
い水量。称名滝、ハンノキ滝だけでなく、細い滝
が何本も流れ落ちていました。この時期だけ現れ
る滝ですね。滝壺にかかる虹も見られました。シ
ャッターチャンスを狙いすぎて、虹が消えてしま
ったと残念がっていた的場さん。デジカメの良さ
を発揮して、連写の勢いで撮影しなくっちゃ！私
は撮れましたよ。
数時間前に遠くから全貌を眺めた滝の水しぶ
きを浴びる・・・。なんと贅沢な時間の使い方で
しょう。
称名滝で下山後お決まりのソフトクリームを
食べて無事に山行は終了しました。
齋藤さんも楽しんでいただけたようでした。山梨県との交流は続く・・・かな。

登山用語のひとくち知識と本の紹介
山座同定

その 1

さんざどうてい

峰に立ち、360 度の大パノラマが広がって感動し、汗をかいて登ってきた褒美だと思う。しかし、
「あの
雪を残した山は…？」
「きれいな三角錐の姿の山の名は？」と思ったことはありませんか？
4 月 28 日に登った南保富士の山頂から眼下に黒部川扇状地と富山湾が広がり、転ずると残雪の北アルプ
スが遠望できた。が、その山の名がわからない。居合わせた登山者に聞いても…。地図を広げて確認でき
ました。毛勝三山を真横から見えて三山が重なって一番手前の毛勝山が見えて、その奥にある白い山が赤
谷山だと確認できました。剱岳は赤谷山の奥に隠れていることも。

新日本出版社
¥1600＋税

刊
山を眺めるのは楽しい。山を眺めているときは理屈抜きで幸せな
気分になります。見えている山の名がわかれば楽しさはいっそう
増します。
（本書より）
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その 2

谷口
凱夫 著

アルプス交番からの
メッセージ

山と渓谷社 刊

１６００円＋税

以前 にも紹介した ようにおもい ます が 、
登山愛好者必読の書です。

若 い 時は 山岳 遭難 者の 救助 を仕 事 と

し 、 幾多 の生 死の 場面 に立 ち会 って きた

遭 難 現場 を目 の当 たり にす るた びに 、事

故 の ない 安全 な登 山が でき ない もの か 、

頭 か ら離 れる こと はな かっ た 。 定年 退職

後 、 縁が あっ て 中 高年 登山 教室 の講 師を

務 め 、厳 しい 活動 から 一変 して 楽し い登

山を追及する立場になり、山に対する考え方まで変

わってきた。（略）本書はアルプス交番経験者とし

て中高年に楽しい登山を薦め、同時に、その原点と

（あとがきから）

なる安全登山のノウハウを、経験に基づいてメッセ

ージの形で記述した。

登山用語のひとくち知識と本の紹介

〔三島野スポーツクラブ世話人会〕
TEL

携帯

射水市宝町 1364-35

57-8180

090-5177-9255

邦夫

氷見市十二町 1037-36

74-6434

090-4320-5325

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

任務分担

氏

名

表

岩井

富雄

副代表

的場

会計担当

代

世話人会は上記の方々と、川渕
塚

住

順正、林

良昭、新田俊明で構成します。

所

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

〔監事〕上田

厚子、

千秋、竹内 啓子

4 月の世話人会開催は 6 月 4 日（火）と 6 月 18 日(火)の午後 7 時からです
会場は中太閤山コミュニティーセンターです。

◇ 登山セミナーに多くの会員が参加されることを期待しています。今回は労山県連の協力も得て開催します。
年々衰える体力をカバーするためにも、三点支持登攀やバランスを維持しながら岩稜を歩く訓練をしましょ
う。夏の北アルプスがあなたを待っています。
◇ 天気に恵まれて山頂からの絶景を眺めることは何よりのご馳走です。南保富士・立山・沼の原湿原・大辻山
のいずれもそのご馳走を満腹になるほど詰め込んだようです。
◇ ゴールデンウィークに立山に行くなんて愚かなのか。まだ夜も明けない午前 3 時にはケーブルの乗車券を買
う列が長蛇になっていたという。雪の大谷見物の観光客が押し寄せていたのです。
◇ 大相撲夏場所で郷土の力士朝乃山がなんと優勝してしまった。今場所は力強い相撲を見せていたが、優勝す
るとは誰が予想したでしょう。今後に期待しましょう。

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。
13

