
  

 

 

会 報 
 

日本勤労者山岳連盟（富山県連盟） 

新日本スポーツ連盟 

 

 

  

№ 263 
2022年 8月 1日 

代表 岩井 富雄 

射水市宝町 1364-35 

TEL・FAX 57-8180 

 

白
馬
山
頂
小
屋
よ
り
白
馬
鑓
ヶ
岳 

 

小
木 

 

清 

画 

8月・9月企画案内 

8／11（木・山の日）遠見尾根中遠見山 

8／20（土）・21（日）四阿山・根子岳 

9／3（土）妙高山 

9／13（火）・14（水）谷川岳 

山行報告 

天蓋山 ６／26  車山・守屋山 7／2～3 

大鷲山（土） 7／9 

 

 
秋の企画日程〈10月・11月〉が決まりました 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

目前に大きな岩稜の五龍岳を仰ぐ遠見尾根。

右手に八方尾根と唐松岳、左手に鹿島槍ヶ岳の

後立山連峰の名峰を望みながらの稜線漫歩。 

 

 

(木・山の日) 

遠見尾根 
 

【行程】 

白馬五竜スキー場ゴンドラ テレキャビンでアル

プス平へ（1515ｍ）   地蔵の頭（1673ｍ） 

   小遠見山（2007ｍ）   中遠見山 

単純標高差 530ｍ  

登り 2時間 30分 下り 2時間 

体力度・技術度とも★☆☆☆☆ 

【参加申込】 

8月 3日までに堀井泰則へ 

SMS 090-1314-6394 

 

 

菅平高原の名峰二座を踏む 

 

(土) (日) 

 

上田市(旧真田町) 

群馬県嬬恋村 

 

 

2037ｍ 

 

 

2354ｍ 2207ｍ 

【日程】 

◆8/20 根子岳 

菅平登山口 1591ｍから根子岳登山  （往復）  

ペンション「フルール」で宿泊 

累積標高差 620ｍ 登り 2時間 15分 下り 1時間 30分 

体力度・技術度とも★☆☆☆☆ 

◆8/21 四阿山 

菅平登山口（根子岳登山口と同じ）  小四阿 1917ｍ 

中四阿 2107ｍ   四阿山  （往復）   

累積標高差 900ｍ 登り 3時間 45分 下り 2時間 30分 

体力度・技術度とも★★☆☆☆ 

【参加申込】8月 10日までに堀井泰則へ 

SMS 090-1314-6394 

【費用】約 15,000円（交通費、宿泊費、他） 

根子岳 

三島野 SC 2009年根子岳山頂にて 

四阿山 

上・小遠見山と五龍岳 

右・地蔵の頭ケルン 
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(土) 

 

2446ｍ 

【集合・出発】5 時 00 分 薬勝寺池 P 

【登山コース】 

 燕温泉（標高 1,101ｍ）⇒光明滝(標高 1,534ｍ)⇒北地獄

谷麻平分岐(標高 1,595ｍ)⇒天狗堂(標高 1,925ｍ)⇒光善寺

池(標高 2,066ｍ)⇒風穴(標高 2,082ｍ)⇒鎖場(標高 2,260

ｍ)⇒妙高山(標高 2,454ｍ) 往復 

標高差 1413ｍ 登り 4 時間 30 分 下り 3 時間 30 分  

技術度★★☆☆☆ 体力度★★★★☆ 

【参加申込】8 月 23 日まで的場邦夫へ 

SMS 090-4320-5325 

 

 

 
(火) (水) 

鎖場あり！絶景あり！ 
ロープウェイ利用でチャレンジできる 

初級向け登山コース 

 

【行程】 

13日 谷川岳山麓トレッキング  （宿泊） 

14日 谷川岳登山 

土合口駅 （ロープウェイ）→天神平駅 1319ｍ（45分）→ 

熊穴沢避難小屋（30分）→天狗の留まり場（55分）→オキノ

耳（45分）→天狗の留まり場（30分）→熊穴沢避難小屋（40

分）→天神平駅（ロープウェイ）→土合口駅 

 

単純標高差約 660m 歩行時間 登り 3時間 下り 2時間 30分 

体力度・技術度とも★★☆☆☆ 

【参加申込】9月 3日まで的場邦夫へ 

SMS 090-4320-5325 

【費用】約 20,000 円（一泊二食宿泊・ロープウェイ・交通費・他） 

 

1977ｍ 

新潟県湯沢町／群馬県みなかみ町 

 
(木) 

 

海岸線からせり上がる三角錐の山容は、北陸高速道や 8 号線から

よく見える。山頂からの日本海・佐渡島や頚城の山々の 360 度の

大展望。山頂に方位盤があるので山座同定も楽しめる。 

992.6ｍ  新潟県上越市／柏崎市 
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奥大日岳 10／5（水）室堂から秋色に染まる新室堂乗越から剱岳を横目に登る 

道宗道 高清水山 10／16（日）砺波平野の東に屏風のように立ちはだかる山系 

 
海谷渓谷 10／23（日） 千丈ヶ岳や駒ヶ岳などが断崖絶壁をなし、その屏風にも似た 

絶壁を背景に海川が流れる渓谷。春は新緑、秋は透き通った青空に赤や黄色の彩りが息をのむほ

ど素晴らしく、海谷高地は「越後の上高地」とも呼ばれています。 

大渚山＆鎌池 11／3（木・祝）紅葉真っ盛りの山歩き。山頂からの雨飾山が良い。 

春日山城 11／13（日）上杉謙信の居城跡を巡る。 

主催 勤労者山岳連盟 富山県連盟 

 

遭難対策集会 ヒヤリハット検討会 

 7月 13日（水）午後 7時より 

 
富山ハイキングクラブ 

   ヒヤリハット事例報告 

 

日時 2021年 6月 27日（日） 

10時 30分頃 

山域 大辻山 白岩川ルート 

（沢登り初級コース） 

 

当日、報告・紹介された「ヒヤリ

ハット」事例報告から富山 HC の

事例を紹介します。 

パーティー構成 

〈白岩川ルート〉男性 8名・女性 2名 

〈本道ルート〉 男性 1名・女性 6名 

・状況、対処 

当初白岩川コースのみの計画であったが、参加者が 16名とたいへん多く、リーダー陣の目が行き届きに

くいと判断し、沢コースは原則経験者のみに絞り 10名となった。しかしこの時期は沢の水量が多めの時で、

登山道はぬかるみ岩はヌルヌルしていて滑りやすかった。 

又蔵ルートに入ってすぐに 3～4ｍの段差のある所で、3 番手 4 番手の 70 代女性が岩をつかみ損ねて転

倒。大事には至らなかったが、それを見た後続の 70代女性が同じコースを避け左手の草付きのコースを登

りはじめた。斜面がぬかるんでいるうえ、斜度も急で滑りやすく、つかんでいた草付きが抜けると同時に

足を滑らせ転倒。こちらも幸い大事には至らなかった。あわやと思える転倒が 2 例続き、時間を浪費する

原因にもなった。当初の懸念がきしくも的中してしまったといえる。 

 今回の沢コースのように回避するようなルートが限定される場合には、事前の下見などの必要だし、メ

ンバーへの注意・喚起も怠ってはいけないと感じた。また、ロープフィックス等の装備の携行も必要と考

える。当然、日頃そのようなスキルの習得に努めなければならない。 
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山行報告  

 ６月２６日(日)  1527ｍ 

【 行程記録 】 

メンバー：（Ｌ）岩井富雄、宮本久子、草 進、山本則夫 

岩 井：今年になって 3月、4月に 2回、今回で 3回目の登山になります。当日は梅雨の季節でしたが、

雨の心配もなく、下界では 30℃を超える暑さなので、熱中症対策を参加者に呼びかけて出発し

ましたが、心配したほどの暑さではなく頂上に着くと弱い風が吹いていたので寒く感じ雀平で

昼食しました。梅雨の季節でしたが快適な山行になりました。 

宮 本：下界は猛暑と言うのに、標高 1500ｍ余りの頂上は寒くてすぐ下山し、雀平で楽しく食事をしま

した。看板のイラストはひよこに見えました。  

草 ：猛暑を心配しての登山、前日の雨で心地良い歩き、すがすがしい風で順調な山歩きが出来まし

た。山頂では眺望に恵まれませんでしたが風が身体を冷やしますので、そそくさと「すすめ平ら」

で昼食し快適な山歩きが出来ました。夏山バンザイ。 

山 本：曇り空で頂上からの展望はよくなかったが、 

雲が高いせいか富山平野・湾が良くみえまし 

た。深夜に雨が降ったのか登山道はぬかるん 

で下りに苦労しました。また思っていたほど 

気温は高くなく、頂上に着くと風が強く寒か 

ったので 160ｍ位下り、すずめ平にて昼食を 

とりました。 

天 蓋 山 

 
薬勝寺 P    5：50 

登山口   8：20 

雀平    10：05  

頂上  10:50～10:55  

雀平  11:30～12:00 

(昼食)   

登山口 P  13：20 

薬勝寺 P  15：45 

 

飛騨市 

1527ｍ 

 

 

 ひとくち感想 
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山行報告  7/２(土)～３(日)   車山 ＆ 守屋山 
                           

 メンバー；(L)的場邦夫、(SL)堀井泰則、(写真)塚 良昭、草 進、加藤日出子、石黒洋子 

 

 【行程記録】 

＝１日目＝ 

薬勝寺出発 6:00 → 車山登山口着 9:50 → 登山口発 10:15 

 → 車山山頂 11:15 → 車山出発 11:40 → 蝶々深山 12:35 

→ 八島ヶ原湿原 13:30 → 沢渡 14:55 → 登山口到着 15:50  

 → 宿泊先到着 16:30 

＝２日目＝ 

守屋山登山道入口 8:00 → 避難小屋 8:40 →  

守屋山東峰 9:30 → 守屋山中獄 9:45 → 守屋山頂 10:00 

→ 守屋山東峰 10:50 → 避難小屋 11:20 → 

守屋山登山道着 11:50 

 

石 黒：車山では、青空の下、どこまでも続く高原とコバイケイソウが映え、開放感いっぱい。守屋山では、頂

上での 360°パノラマの山々と眼下の諏訪湖が圧巻でした。守屋山の山開きに会えたこと、民宿すわ湖

での宿泊など、すてきな山旅でした。  

的 場：一日目晴れ渡った雄大な草原をほぼくまなく一周出来て良かったが、途中のにわか雨も楽しかった!! 

旅館もコロナ割で安く宿泊できました。翌日は 2 名が体調不良の為守屋山に行けなかったのが残念でし

たが、それなりに観光を楽しんだので良かった。守屋山は 360 度眺望がありとても満足でした。ここか

らは 100 名山が 33 座も展望できると聞きました（地元の長老）。又守屋山の山開きに遭遇しお神酒を

戴き山に感謝を奉げました。とても良い山旅になりました。メンバーに感謝！！ 

 塚 ：霧ヶ峰は広大な高原で、涼しい風が吹き渡り心地よく散策ができました。宿泊先の民宿は規模の小さな

旅館のようで、昭和レトロな趣があり食事もサービスもよくリーズナブルで大変よかった。守屋山は人

気の山で沢山の人で賑わっていた。また丁度山開きの日に遭遇し、美味しい御神酒を頂戴した。山頂か

らは甲斐駒ヶ岳・北岳・仙丈ヶ岳等の南アルプス、木曽駒ヶ岳・空木岳の中央アルプス、御嶽山、乗鞍

岳、奥穂高岳・槍ヶ岳・常念岳等の北アルプス、美ヶ原、

浅間山、蓼科山・赤岳の八ヶ岳、そして眼下には諏訪湖

が広がり最高の眺望でした。 

 草 ：当方宿泊先で冷たい物を飲みすぎ体調悪く、登山残念し

諏訪方面観光しました。その観光での一口感想です。7

年に一度の諏訪神社の御柱を見学「今年は御柱祭が」春

に有り御柱に静かに触り、諏訪温泉『町のお風呂温泉ど

こでも 240 円で』熱くて入れないのに無理に入り続け温

泉疲れで楽しみました。こんな楽しみ方も必要ですね。 

 

 

(１９２５ｍ) (１６５０ｍ) 
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加 藤：霧ヶ峰高原・車山＆守屋山へ、民宿一泊二日で観光気分の登山でした。山頂の眺望は二座共最高! 守屋

山は標高 1650ｍの山だが 100 名山 33 座望める山で素晴らしい山でした。 今回は、県民割・宿代格安・

お土産券付きで帰り途上 SA レストランで豪華食事し、色々盛り沢山楽しめました(^^♪thank you 感謝

感謝です。 

堀 井：体調不良で車中は居眠りしっぱなし。車山高原について人の多さと、素晴らしい景観に感激。なだらか

な稜線を描く 1800ｍの広い高原の向こうに八ヶ岳連峰が浮かび、特に蓼科山の”諏訪富士”の名に恥じな

い山容は感動的でした。体調不良でパーテェーの面々には迷惑を掛けました。翌日の守屋山は登らず待

機することにしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

山行報告 7／9 (土) 
朝日町 

８１７ｍ  

メンバー：（Ｌ）的場邦夫、(写真) 山田 格、島倉津也子、草 進、浦 幸江、荒井英治、石黒律子 

【行程記録】 

薬勝寺 P 発    ６：００ 

朝日 IC      ６：４７ 

日本海にタッチして 

登行開始   ７：１７ 

送電線鉄塔     ８：００ 

林道との交差地点  ９：２４ 

大鷲山頂上着    1０：４９ 

下山開始     1１：１８ 

林道との交差地点 1２：１０ 

駐車場帰着    １３：５３ 

たから温泉入湯 １４：０６ 

薬勝寺 P 帰着  １６：１５ 
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ひ ひとくち感想 

的 場：天気を心配しまたが晴れてあまり風がなくこの時期の低山の厳しさを体感しました。暑かった 

～～帰りのたから温泉が気持ち良かった～～～。 

草 ：車を出します。的場さんに遅れない様、必死ですが無事に役割を終えた。大鷲山に登りました

ら、この温泉に入りなさいと言っている様な場所に有り、塩、塩とした、お湯温泉に入り、ゆ

っくりできたこと、汗をかきかき登る山。夏山最高です。  

石 黒：海抜ゼロメートルから登り、日本海が見えるということで、ぜひ登ってみたい!と思い参加しま

した。海にタッチして出発!登りは大変きつかったのですが、後何メートル!自分の速さで歩か

れ！と励まされ、８１７メートルの頂上に着きました。真っ青な海と青空を眺め、心が晴れ晴

れしました。ありがとうございました。 

山 田：大鷲山・・・ 

     昨年の１０月３０日に高坪山へ行ったきりで、山をあなどっていました。体力不足と暑さに、 

完全にダウン、途中下山となり、草さんに大変迷惑をかけました。しかし、あの暑さの中、皆さ

んの頑張りには頭が下がります。有り難うございました。 

島 倉：海から出発の８１７ｍ。高さ以上の登りがいのある山でした。この山のブナが奇抜な形で束にな

って 1本でした。何より体力度★★納得でした。 

 浦 ：海抜ゼロｍから登る山歩きは、初めてでした。途中に吹く風が恵みでした。夏に登る山ではない 

とぼやきながら登ったのも思い出です。初めての２つ目はヤマップを使ったこと、３つ目は２万 

歩歩いたこと。心に残る山になりました。計画して下さってありがとうございました。 

 荒 井：日本海にタッチして登山するのは初めてなので、ちょ 

っと新鮮な気分が味わえた。高温が予想されたので、 

水筒３本に満タンに水を詰めて持っていったが、登山 

道は杉林とブナ林で木陰がほとんどだったので割と涼 

しくて気持ち良かった。尾根から見下ろすと、境川の 

谷を渡る高速道路と新幹線のトンネルが見えて面白か 

った。新幹線の線路が上り線路と下り線路が一つのト 

ンネル内にあるのを知って驚きだった。列車がすれ違 

った時の風圧が気になった。日本全国の新幹線のトン 

ネル全てがそうなのか地形図で調べて見るのも面白い 

かも。 
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草付き（4P） 丈の短い草におおわれた急斜面。滑りやすく、つかまるものがないので登りにくい。

草付きを手がかりとしてつかむことは滑落の原因になる。 

ロープフィックス（4P） 登山コースで危険な急斜面などをロープと器具で確保すること。（下図） 

道宗道（どうしゅうみち 4P） 道宗道は、富山県南砺市五箇山の行徳寺と井波町の瑞泉寺を結ぶ約

37kmの古道。室町時代の僧侶である道宗は、浄土真宗本願寺 

第 8代の蓮如の弟子で、行徳寺の建立者である。道宗は、月に一 

度は蓮如上人の教えを受けるために瑞泉寺に参ることを決め、長 

年通い続けた。その道は誰言うとなく「道宗道」と呼ばれ、今日 

に伝えられている。 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

任務分担 氏  名 住   所 TEL     携帯 

代 表 岩井 富雄 射水市宝町 1364-35 57-8180  090-5177-9255 

副代表 的場 邦夫 氷見市十二町 1037-36 74-6434  090-4320-5325 

副代表  堀井 泰則 高岡市石瀬 748-6 25-2792  090-1314-6394 

会計担当 荒井 英治 射水市上野 465   080-8695-6639 

〔三島野スポーツクラブ世話人会〕 

世話人会は上記の方々と、川渕順正、棚田清志、新田俊明、山本則夫、加藤日出子、塚 良昭、 

守田清子で構成します。  〔相談役〕山田 格、林 憲彦   〔監事〕草 進、上田千秋 

8 月の世話人会開催は 8 月 2 日（火）と 8 月 16 日（火）の午後 2 時から、会場は「はなみずき」で

す。どなたでも自由に参加できます。ぜひ顔をだしてください。      

 

会報への寄稿や参考記録・感想などは編集担当のアドレスに送ってください。 

堀井泰則 horii.yasunori@rouge.plala.or.jp  甲かほる kab@p2.tcnet.ne.jp 

松田理恵子 krbara@p2.tcnet.ne.jp 

 

会報への寄稿や記録・感想などは編集担当の下記のアドレスに送ってください。 

堀井泰則 horii.yasunori@rouge.plala.or.jp     甲かほる kab@p2.tcnet.ne.jp 

松田理恵子 krbara@p2.tcnet.ne.jp 

会報『三島野スポーツクラブ』をインターネットで見るためには、まず、「スポーツ連盟

とやま」を検索し、次に富山県連盟、次の画面の「三島野スポーツクラブ」をクリックし、

次の画面の「会報」をクリックすると見ることができます。 

ホームページへのアクセスは http://sportstoyama.namaste.jp/kaihomokuji.htmlを入力

して検索してください。また、スマホの場合は右のＱＲコードを利用してください。 

全ページをカラー写真で見ることができます。 

 

 
 

 

 

    

・これまで何度も触れてきたことですが、地球の気候変動が年々ひどくなってきているように感じます。ヨーロ

ッパでは 40 度を超す”熱波”がおそって山火事が頻発しているとか。真剣に CO2 を出さない温暖化対策を政治

の力ですすめないとだめだ。第 7 波コロナ感染急拡大のニュースをテレビを横目で見ながら会報作りをやって

ます。いつの間にかコロナと気候変動が生活形態を変えているような気がします。 

・「ゼロメートルから」「山開きと遭遇」など、ひとつひとつの山に“出来事”が重なり、それがまた山への想い

になってくるのでしょうね。ひとくち感想を読んで思いました。 

・秋の企画日程がきまりました。参加したい企画の日を予め空けてください。そして、多くの会員と秋色の山を

歩き、楽しみたいと願っています。 
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〔会報に載っている登山用語 8頁の続き〕 

 

100名山（6P） 「日本百名山」は作家であり、労山創立者のひとり登山家の深田久弥の代表的著作。

独自の視点で選んだ百座を主題に 1964年に著した随筆集。またその百座を指す。また、

田中澄江が「花の百名山」「新花の百名山」もあり、登山家の岩崎元郎が 2004年に「新

日本百名山」を選定している。 

山開き（6P） 講中登山で一般信者が登拝できる期間の始まり。入山禁止の霊山を夏季に期間を限って

俗人に開放すること。現代では、おもにその初日をいう。最終日は山仕舞いという。 

※ 講中こうじゅう 講を作って神仏にもうでたり、祭りに参加したりする信仰者の集まりのこと。 

mailto:horii.yasunori@rouge.plala.or.jp
mailto:kab@p2.tcnet.ne.jp
mailto:horii.yasunori@rouge.plala.or.jp
mailto:kab@p2.tcnet.ne.jp
http://sportstoyama.namaste.jp/kaihomokuji.html

