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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 

 

   

№ 264 
2022年 9月 1日 

代表 岩井 富雄 

射水市宝町 1364-35 

TEL・FAX 57-8180 

コロナ感染 7 波の対応について   三島野スポーツクラブ世話人会 

9 月・10 月企画案内 

◇  9／18 2 プラン同時企画 

西穂高岳 or 西穂独標 

◇ 9／28 米 山 

◆ 10／5 奥大日岳 

◆ 10／23 海谷渓谷 

山行報告 

8／11 山の日 

遠見尾根 中遠見山 

 

7／28～29 岩井報告 

薬師岳 



 

北ア・西穂 2 プラン 

コロナウイルス感染 第 7 波の対応について 
2022年 8月 16日 三島野スポーツクラブ世話人会 

 

しばらく落ち着いていたコロナウイルス感染状況が、7月になって爆発的な感染拡大（第 7波）

となり、私たちの身近な人にも感染する人がでるようになってきました。また、北アルプスや八

ヶ岳などの山小屋の関係者に感染者がでて、急遽、小屋閉めや営業を自粛する山小屋がでていま

す。夏山を多くの登山者に楽しんでもらおうと、コロナ感染対策を施しながら開設した山小屋に

は大きな痛手だと思います。 

8 月 16 日の世話人会でコロナ感染第 7 波のもと活動について検討した結果、当面、感染リス

クを少しでも避けるため『宿泊を伴う山行企画の中止』を決めました。依って 8/20～21 四阿山・

根子岳企画と 9/13～14 は中止しました。会員諸氏のご理解をお願い致します。 

尚、個々人が友人などと登山計画を立て、山小屋を利用することを妨げるものではありません。 

企画書をクラブに届け、感染対策をして山を楽しんでください。 

また、秋から冬の対応は状況を見ながら世話人会で検討したいと思います。 

 （土） 

 

妙高山 参加申込は 
終了しました 

 
（日） 

A プラン西穂独標 2701ｍ 

【集合・出発】6時 00分 薬勝寺池 P 

【行程】新穂高ロープウェイしらかば平   西穂口    

西穂山荘   西穂丸山   西穂独標 〈往路を下る〉 

登り 2時間 45分 下り 2時間 累積標高差 682ｍ 

体力度技術度とも★★☆☆☆   L:堀井泰則 

【参加申込】9月 8日まで 堀井泰則 SMS 090-1314-6394 

 

B プラン西穂高岳 2909ｍ 

【集合・出発】6時 00分 薬勝寺池 P 

【行程】（西穂独標まで Aプラン参照）   ピラミッドピーク 

   チャンピオンピーク   西穂高岳     〈往路を下る〉 

登り 4時間 15分 下り 3時間 30分 累積標高差 967ｍ 

体力度★★★☆☆ 技術度★★★★☆  L:的場邦夫 

【参加申込】9月 8日まで 的場邦夫 SMS 090-4320-5325 

 

 

 

 

9/20・21の谷川岳企画中止のための緊急企画 

西穂独標山頂 背景は笠ヶ岳 

西穂高岳山頂標識と西鎌尾根 
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信仰の山に登り、一級の展望を楽しむ。山頂から海の向こうの佐渡島や越後三山、

飯豊連峰、頚城連峰など越後の名山が一望。 

【集合・出発】6時 00分 薬勝寺池 P 

【行程】小杉 IC   柏崎 IC   大平登山口 323ｍ   二の字 640ｍ   

林道分岐 876ｍ   米山山頂 

 下山は登山路を下る  〈L〉塚 良昭 

単純標高差 670ｍ 累計標高差 850ｍ  登り 2時間 30分 下り 2時間 

体力度★★☆☆☆ 技術度★☆☆☆☆ 

【参加申込】9月 18日まで 塚 良昭へ  SMS 080-8033-7427 

 

993ｍ 

新潟県柏崎市／上越市 

 
（水） 

 

2606ｍ 

【集合・出発】6時 00分 薬勝寺池 P 

【行程】立山駅   室堂 2450ｍ   雷鳥平 2250ｍ    

新室堂乗越 2350ｍ   奥大日岳山頂    

下山は往路を下る 

 〈Ｌ〉未定    

累計標高差 750ｍ   登り 3時間 下り 2時間 

体力度★★☆☆☆ 技術度★☆☆☆☆ 

【参加申込】9月 25日まで 堀井泰則へ 

SMS 090-1314-6394 

 

新室堂乗越から奥大日岳を目指します。右に鋭鋒剱岳と長大な早月尾根、左の

室堂平から弥陀ヶ原を俯瞰するコース。錦秋に染まる立山を堪能する企画です。 

 
（日） 

 

千丈ケ岳と駒ケ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。秋の澄み切った青空と紅葉の

名所として知られ、その目を奪われるような絶景から「越後の

上高地」と呼ばれています。 

海谷三峡パークから海谷川に沿って歩きます。 

歩行時間 約 4時間  累計標高差 550ｍ 

体力度・技術度 ★★☆☆☆ 

〔詳細案内は次号会報で紹介します〕 

糸魚川市 
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米
山
山
頂
の
三
角
点 

奥大日岳山頂と剱岳 

 

（水） 



 山行報告 8/11(木)    中 遠 見 山 
 

 

メンバー：〈L〉堀井泰則、〈写真〉林 憲彦、的場邦夫、浦 幸江、甲 かほる、門口泰英子、 

石黒洋子 

 【行程記録】 

7:44 五竜遠見テレキャビン駐車場 → 8:06 アルプス平 → 8:33 アルプス平第 1ペアリフト終

点 → 9:54 一の背髪 → 8:53 地蔵の頭 → 10:28 二の背髪 → 11:23  小遠見山 → 12:26 

地蔵の頭 →  13:45 アルプス平第 1ペアリフト終点 → 14:12 白馬五竜アルプス平 → 14:42 

テレキャビン山麓駅 → 14:50 テレキャビン山麓駅駐車場 → 18:30 薬勝寺池公園駐車場 

  

  ひとくち感想 

 

的 場：コロナが蔓延中の山行で、ゴンドラの

乗り場に沢山の人がいたらと心配だっ

たが、広い駐車場に着いたら車がまば

らで異常に少ないのに逆にびっくり。

なんだか拍子抜けです。山の日の祝日

なのにチケット売り場はガラガラ。淋

しいくらいだった。午前中はガスがか

かり眺望はなかったが下山中にガスが

取れて展望が有り良かったです。植物園のお花も青空に映えて綺麗でした。 

 林 ：山の日に山の峰に立てたことを嬉しく思います。これからも登れる山を見極め登山を楽しみたいと思

っています。残念だったことは、ガスって五竜岳をはじめとする後立山連峰を望めなかったことです。

また来いよと言われているようでした。 

石 黒：白馬五竜高山植物園では自生地の群落を再生してあり、たくさんの高山植物に出会うことができまし

た。シモツケソウ、コマクサなどが群生する中、名前を知らなかった植物を近くで眺め、名前を知る

ことができました。登りはガスの中でしたが、下りではガスが晴れてきて、五竜岳を見ることができ

ました。「山の日」を味わうすてきな一日でした。ありがとうございます。 

堀 井：クリーンハイク大辻山に参加して以来、およそ 2 ヶ月は山にも向かわず、気合の入ったトレーニング

もしていなかった。不安いっぱいのココロで参加した。“L を仰せつかっているから否が応にも参加せ

ずにおられない立場だった”のだが、なんとか遠見尾根を登ることができました。山行の終わりに青

空が見えはじめ、五龍岳山頂や八方尾根が雲間から姿を見せてくれ「終わり良ければすべて良し」と

言い聞かせて♨に向かいました。 

 甲 ：毎日が猛暑だったので「山の日」の中遠見山山行はラッキーでした。さわやかな涼しい風につつまれ

て、高山植物も十分鑑賞してきました。みんなで励まし合いながらわいわいと頑張りました。ピンク

色のシモツケソウが一面に広がり、道中「アカモノ」の赤い実がずっと咲き誇っていました。帰り、

アンケートに答えたら、「ニッコウキスゲ」の種をもらい、来年が楽しみです。 

 

 

 （山の日）       長野県白馬村/大町 2037ｍ 
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 浦 ：山の日、スタートする頃には雨が上がりました。花がたくさん咲いている公園の中を散策しながら登

りはじめました。汗が流れて喉が渇いてたまりません。中遠見山の眺望は残念ながらガスのため、全

く見えません。降りる頃には少しずつ山並みが見えるようになってきました。もう少し早くガスが晴

れてくれればとぼやきながら、温泉に入って汗と疲れを流しました。山と花と温泉。三拍子揃った山

の日になりました 

門 口：星一つの企画で思いきって久しぶりに参加しました。色々な高山植物を眺めながら整備された登山道 

は歩きやすく、なんとか中遠見山までついて行くことが出来ました。ただ白い霧につつまれ、回りの

山々がみえなかったのが残念でしたが、ゴンドラで降りると五竜岳や唐松岳が少し顔を見せてくれ、

紅葉の季節もいいだろうなと思いました 

   

 

 

 

 

 

 

寄稿            事故を未然に防ぐために   

                           岩井富雄 

三島野スポーツクラブは結成以来大きな事故はゼロであり、本当に喜ばしいことです。 

日本勤労者山岳連盟（労山）発行「登山時報 8 月号」と先日の世話人会で堀井泰則さんからネットからの遭

難事故例が資料を示して紹介されました。私の感じたことを報告いたします。 

登山時報 8 月号によれば、届出事故が 21 件中、下山中 16 件、転倒 14 件 

事故の原因は「滑った」が 10 件 

堀井泰則さんの紹介では、19 件中、行動不能７件 

登りに比べ下山時の 16 件は非常に多いと思います。原因は倒木の上で足を滑った・雨の登山道で岩で滑っ

た・苔に滑った・落葉に足を取られ滑った・などまだ色々と原因が掲載されています。 

行動不能７件も多いと思います。体調不良 2 件・疲労により 2 件・装備不良 1 件・山小屋で腰痛が悪化 1 件・

同行者とはぐれ道に迷い 1 件。 

この様な原因は、どこにでもある要因です。注意すべきは下山中の足元であるが注意しても足腰の衰えによ

り、滑る・つまづくなどバランスを崩す事が多くなっている。パーティでは、お互いに注意を促し下山口まで

気を抜かない対応が必要です。 

今年も暑い日が続き熱中症が心配されます。上手にリスクを捉えながら山へ向かう為には、普段湿度に徐々

に体を慣らすことが大切です。 
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  山行報告 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

【行動記録】                         

 1 日目 折立登山口 7:00→三角点 8:55→太郎平小屋 12:30 着 出発 13:10→薬師峠テント場

14:00着 泊 

 2 日目 薬師峠テント場出発 4:50→薬師平 6:00→薬師岳山荘 7:20→薬師岳頂上 8:20 着 出発

8:40→薬師岳山荘 9:40→薬師平 10:20→薬師峠 11:00→太郎平小屋 11:50着 出発 12:20

→三角点 15:15→折立登山口着 16:55 

【感想文】 

1日目の天気は雲あるものの見晴らし良好でした。下山して来る人の会話を聞いていると「昨日尾根で 

雷の音が聴こえて怖かった」と話をしているのを聞いて前日は天気が良くなかったと思った。 

テント場手前で右足が突然痛みエアーサロンパスを吹き付け 15分ほどで回復したので無事テント場に着く 

ことができた。テント設営後、ビールを飲み明日の行動は、足の状態で決めることにした。 

    

2日目の天気は雲なく快晴でした。足の状態は痛みもなく頂上へ行くことにした。途中で痛みを感じたら直

ぐに引き返すことを自分に言い聞かせながら予定より約 1時間遅れて 4:50出発、小さな沢でゴロゴロした石

の上を歩き過ぎしばらく登ると薬師平に着いた。ここには大きなケルンがあると思っていたが今は無い、展望

がよく槍ヶ岳などが見え眺望は良好。ハクサンイチゲ、ミヤマキンポウ

ゲなど高山植物の花に癒され、ライチョウに迎えられ元気をもらった。 

薬師岳山荘の前をすぎ、避難小屋跡通ると薬師岳頂上に着いた。頂上

には、コロナ感染拡大の影響なのか登山者は少ない。頂上からは剱岳、

立山、槍ヶ岳、黒部五郎岳など最高の眺望だ。 

下山開始から 30 分ほど経て登山計画より大幅に遅れているので、早

めに下山報告先の荒井英治さんと息子に 4 時間程遅れることを SMS で

連絡した。薬師峠のテント場から太郎平小屋に向けて歩き木道に着いた頃に雨がポツリ、ポツリと落ちてきて

太郎平小屋着いた時は本降りになって、折立登山口まで雨降りの中の下山行動でした。荒井英治さんから了解

しましたと連絡あり、ゆっくりと歩くことに気持ちを切り替え足に過度な負担をかけなかったこと、適当にエ

アーサロンパスを使用して行動したことが良かったと思った。（ツムラ 芍薬甘草湯 68あればなお良かったか

も？） 

最後は雨の中の行動であったが、上部の行動中は好天に恵まれ最高の景色が眺望できて楽しい登山だった。

体力的には少し自信が着きました。 

7 月 29 日（金） 

～30 日（土） 薬師岳 2926m  

        岩井富雄 
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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 

9 月の世話人会開催は 9 月 6 日（火）と 9 月 20 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。 

 

 
 

 

 

    

・コロナ感染第 7 波のために中止した 2 つの企画「四阿山・根子岳」「谷川岳」は、来年必ず実現しましょう！ 

“来年のことをいうと鬼が笑う”というが・・・そんな希望を持ってコロナ禍に耐えながら山への想いを募ら

せましょう。 

・秋の企画「米山」「大日岳」「海谷渓谷」はルートもコースもクラブの初めての企画です。日本の秋を五感で受

け止めながら楽しむ山旅にしましょう。 

・ついつい出てしまう気候の異常のボヤキ。連日、日本のどこかで線状降水帯が発生し、その地に災害をもたら

している。夏山の天候も今一つのようです。かつては“梅雨明け 10 日は夏山日和”と言われ、その恩恵を受

けた山行を幾度も経験してきました。そんな夏の訪れを再び…と願いつつ夏は終わろうとしています。 
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