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Ⅰ.計画山行・行事報告
１.上高地山研集会（岳沢・焼岳）
■７月２３（土）～２４日（日）
場所

上高地山岳研究所

参加者 村上、町口、澤村、寺田（村上友人）
、織田、村松・山下（織田友人）
、大庭、大庭(太)
樽矢、堀、 埴崎、西嶋、高畠、津田、中川、池本、藤江、尾山、塚谷

以上２０名

年間行事の中で、最もリラックスして楽しめる行事がおそらくこの「山研集会」でしょう。
今年も午後３時に山研集合の取り決めで、
岳沢ヒュッテまで往復する者、
帰路に焼岳の新中の湯コースを登る者、
上高地を散策してくる者と其々自由に上高地の涼感に癒され、楽しむことが出来た。
何時もながら、宴のお世話をしてくれる織田・池本の両会員には感謝しかないが、少しでも手伝いになるかどう
か他の会員も右往左往。それがまた楽しいのである。宴の途中、大庭会員からは８月７日に除幕式を控えた
富士写ヶ岳方位盤の経過報告があり、改めて深田久弥の故郷の山を継承していかなければと思う。又その中の登
山道を維持することの意義と大切さを西嶋会員が力説した。

―岳沢班 町口会友の報告―

へ向かう。
8 番胸突き八丁まで来ると足に痛みが走りました

おかげ様で私は今回で３年連続の参加です。
早朝わくわくする気持ちで金沢を出発、山研８時半

が、小屋の生ビールを楽しみにひと踏ん張り！

着、村上さん、澤村さん、寺田さんの四人組で岳沢

12 時過ぎに到着、四人での乾杯は至福のひと時でし
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た。その後はゆっくり下山。

した。
（織田さんからワンポイント塩・味噌を取る！）

山研では、順平総料理長を中心にお手伝いしている

我々四人組は朝食後 8 時に出発、明神橋～田代橋、

皆さんの顔がいきいきして楽しさが溢れていました。

手ぶらで上高地を満喫しました。

いよいよ６時から宴会です。
中川支部長挨拶、
乾杯、

なお、一日目 20,653 歩、二日目 24,000 歩。

大庭さんの話、西嶋さんの話、池本さんの話、

これで今年の夏は乗り切れそうです、来年は体を整

皆さんの話に感動し聞き入ってしまいあっと言う間

えて登山にも参加するぞ！！

に過ぎてしまいました。

皆様、楽しい時間を有難うございました。

素晴らしい方々との出逢いに改めて感謝です。

（メンバー 村上、澤村、町口、寺田 計４名）

翌日は午前４時半に起床、寺田さんと岳沢登山口～
ビジターセンターまで散歩する。
午前 6 時半、朝食を皆さん美味しそうに食べていま

―焼岳班 尾山会員の報告―
メンバー 池本 P：池本、藤江、尾山

織田 P：織田、山下、村松

計６名

行程記録 山研 S7：20－新中ノ湯登山口 S8：30－下堀沢出合分岐 9：30－下堀沢 9：43－
標高 2300ⅿ岩⒑：28－南峰北峰分岐コル⒑：45 焼岳北峰頂上 A10：57－下山 S11：38－
新中ノ湯登山口 A13：26

早朝は岳沢の上方穂高稜線にガスが掛かっていた

車場に着く。夏休みに入り最初の日曜日で登山客の

が、山研を出たころは晴れ上がり青空も出て最高の

車で満杯であった。

天気で綺麗な穂高稜線を望む登山日和になった。上

車道の左、西側斜面に入ると直ぐに新中ノ湯登山口

高地からバス待ちが 30 分あり沢渡第 2Ｐまでタク

の表示板２枚がある。英語とハングル語解説の国際

シーで移動する(バス代 1250・タクシー代 1400)。

的な表示で時代の変化が感じられた。
標高 1500ⅿ程

国道 158 号線を北上し、山吹隧道、清水隧道など幾

度から登山開始で頂上 2444ⅿ、標高差約 1000ⅿ約

つかのトンネルを抜け坂巻温泉を過ぎ新釜トンネル

3 時間の行程である。昨晩山研集会で池本料理長の

入り口の中の湯バス停を左折して中ノ湯温泉に向か

豪華料理と織田釣り師の大きな九頭竜川鮎や串焼き

い、十を超えるヘアピンカーブを上り詰め登山口駐

での飲み会、今朝もボリュームたっぷりの朝食で、
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飲み過ぎ食べ過ぎで体も重く、少しゆっくりと歩き
始める。小さな沢筋の湿地帯は大木を渡した木道や
階段が整備され歩き易い。
登り始めてすぐにブナ林の樹林帯に入り、周りには
大きな岩が目立ち始める。２ピッチ程度４０分足ら
ずで織田 P と合流するも、小学校 2 年生の遼成くん
がトップ、元気で足が速く追い越して行く。約１時
間で樹林帯を抜け草原の広がるベンチのある平たん
部に出る。かなりの人達が一服しているのでそのま
ま下堀沢出合分岐(中の湯分岐)を通過する。稜線を

6 人みんな揃って頂上標識前で記念撮影し下山に入

登り詰め暫くすると森林限界を過ぎ目の前に焼岳稜

る。遼成くんをトップに頂上直下の岩場を、噴煙ド

線が見えはじめる(標高 2037ⅿ付近)。右側に下堀沢

ームを右に見ながら慎重に降る。正賀池へも下った

の崖斜面が現われ、笹薮とナナカマドや大きな岩も

ようなルートがみて取れたが南峰とともに入山禁止

目立ちはじめ、焼岳山頂の肩稜線に上がる白い噴煙

区域であり、止まらず稜線を離れ左のガレキ帯の下

も段々と近づいてきた。今年は雪解けも早いためか

堀沢に入る。ガレキ状の道は小石の上に足を載せる

高山植物は余りに目につくことも無く、ナナカマド

と滑りやすく慎重にバランスを取りながら降る。１

も少し赤くなっていてビックリです。

ピッチで岩場に入り、
中の湯分岐から樹林帯に入る。

左に南峰、右に北峰を仰ぎ溶岩塊に画かれたペンキ

道は狭く下山する団体パーティも多く渋滞状況でな

○印に沿いながら登り詰める。ガスが掛かった時は

かなか道を開けてもらえず、ゆっくりのペースとな

注意が必要と思われる。大きな岩(2300ⅿ表示)を通

るも新中の湯登山口に 2 時間足らずで下山できた。

過し、進むとガレキ状の荒れた山肌に変わり稜線コ

そこからは２隊（2 車）で相談して中の湯温泉に戻

ルにでた。南峰は入山禁止か。右の北峰の手前に黄

らず安房峠越えを選び平湯温泉を目指す。安房峠越

色い噴煙を上げる火口、飛騨側に正賀池と深く切れ

えは数十年ぶりであった。安房トンネルが開通され

落ちた火口を望む。休みを入れず溶岩ドームの下

る前の若い時代に私もマイクロバスを運転して大型

をトラバースして北峰コル（展望台、焼岳小屋、新

観光バスや乗用車とすれ違い苦労して上高地入りし

中尾峠下山口分岐）を経て、更に溶岩ドームを左に

たことが思い出されました。
平湯温泉
「ひらゆの森」

見て岩場を直登し約 10 分で北峰頂上に立つ。

温泉にゆったりと浸かり、身体と心を癒し、楽しい

なだらかな頂上は凄い人々で一杯、私達も池本料理

山研集会と焼岳登山を思い出しながら金沢へと帰路

長達の作ったパンオードブルで昼飯にする。

に就きました。

（文・写真：尾山敏和）
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２．公益事業 山の日記念 白山親子登山教室
■７月３１日（日） 医王山スポーツセンターにて座学とキゴ山登山。
■８月２０日（土）～２１日(日) 白山登山
参加家族 ３家族 ６人。
支部参加者 岡本（実行委員長）
、 中川（副委員長）
、樽矢（事務局）
、松井（救護）田中、織田、八十嶋
藤江、藤井、村上、堀

第２回白山親子登山教室の報告

計１１名

実行委員長 岡本明男

本年、8 月 11 日に「山の日」が制定された。この「山

なロープの結び方などロープワークの講習も行った。

の日制定」記念事業として、昨年に引き続き、
「親子で

参加者は初めての体験に、親子で相談しながらできる

楽しむ白山親子登山教室」を 7 月 31 日(日)座学 8 月

まで何回も繰り返し練習している様は、見ていて微笑

20 日(土)～21 日(日)白山親子登山教室として計画した。 ましくもあり時間の経つのも忘れるくらい集中して取
目的は昨年と同様「白山の雄大な自然の中で、親子

り組んでいた。

の絆を育み、
団体活動を通して自主性、
協調性を深め、

午後からは、八十嶋仁会員が「白山に登る準備」と

登山の基礎を身につけて安全で楽しい登山」を目指す

題して“ 白山とは ”や登山に必要な知識や用具、

とした。

ザックのパッキングの仕方など実際に詰めてみせて、

昨年の反省を踏まえ、座学を 7 月 31 日(日)1 日限り

良いパッキングの仕方とバランスの悪いパッキングな

とした。場所は医王山スポーツセンターで行った。午

ど登山の基本的な事項等について資料に基づき詳しく

前 9 時から開会式を行い、中川支部長の挨拶に引き続

説明した。

き、午前中はプロ山岳ガイドで 7 大陸最高峰登頂者の

14 時から場所をキゴ山に移して、フィールド実習を

田中康典会員が、7 月に白山北方稜線を歩いたお花畑

行った。山頂では中川支部長による初歩の地図の見方

の可憐な花々の写真を見ながら、登山の魅力や楽しさ

について講義も行い 8 月 20 日からの「白山親子登山

を優しく分かりやすく伝えてもらった。また、初歩的

教室」に向けて準備を整えた。

座学の様子

キゴ山野外研修
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8 月 20 日(土)晴れのち雨
集合場所は市ノ瀬バス停前 6 時 30 分時間厳守とし

藤江以住、田中康典、堀 正春、藤井あゆみのそうそ

た。各参加者は現地集合とし支部会員は駐車場の混雑

うたるメンバーである。

が予想されたので会員の車３台に乗り合わせて市ノ瀬

実行委員長岡本明男、副委員長中川博人、事務局
樽矢導章、救護係 松井大樹の総勢 17 名で登山を開

に向かった。
本年度の参加者は、当初 3 家族と織田会員のお孫さ

始した。

んを含め８名だったが途中仕事の都合で 1 家族がキャ

天候は高曇りで、
視界も良く順調に登ることができ、

ンセルとなり、2 家族 5 名と会員のお孫さんの 6 名と

予定よりも 1 時間 30 分ほど早い 12 時 50 分に全員室

なった。昨年の 6 家族と織田会員のお孫さんの 17 名

堂に到着した。室堂で一息ついたのち、希望者は鳶岩

から比べると約 1/3 の参加者で少々寂しくもありまし

まで散策に出かけた。帰り道ガスが立ちこめてきてや

たが、こども達はすぐ打ち解けあってアットフォーム

がて雨が降りだし室堂に帰り着いた頃から本降りとな

な雰囲気の中での親子登山教室になったと思います。

った。

班編制は 1 班のみとしました。
CL 織田伸治 SL 八十嶋 仁 サポート隊村上 哲、

8 月 21 日(日)雨のち晴れ
3 時頃、外は濃いガスが立ちこめ、シトシトと雨が
降っていた。折角ここまで登ったのだから参加者には
頂上に立たせてあげたいなぁーと考えていたところ 4
時頃雨も上がり太鼓が鳴った。支度を調えて頂上を目
指して登る。途中ガスが上がって町の明かりも見えて
きた。期待を込めて頂上で東の空を眺めていると、雲
の切れ間からご来光を見ることができた。この瞬間を
参加者に見てもらいたかったので、本当に良かったと

支部長の点てたコーヒーを飲み 8 時 30 分に下山開

思い感激ひとしおであった。大汝も朝日に染まってい

始する頃、雨が降り出した。エコーライン分岐にさし

たのでお池巡りをと考えていたのにやがてガスに覆わ

かかった時には雨も上がり晴れ間が出てきた。今年は

れてしまいやむなく室堂へ引き返した。

積雪も少なく、雪解けも早かったため昨年エコーライ
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ンで見られたニッコウキスゲなどの高山植物は一切咲

間です。実行委員会・講師・サポーターの皆さん有り

いて無くて見ることができなかった。参加者に可憐な

難うございました。

花々を見てもらいたかったのに今年は見られなくて残

また、昨年参加した飯山さんから息子滉太君(付属小

念だった。 甚之助までは順調に下ることができたが、

４年)が夏休み自由研究「白山登山を経験して感じたゴ

やがてペースが落ちる子もいて慌てずゆっくり下った

ミ・トイレ問題について」のレポートが送られてきま

ため最後は少し先頭と時間差ができた。それでもしっ

した。大変すばらしい内容で目次を紹介します。

かりとした足取りで全員 14 時に別当出合に無事到着

1．研究のきっかけと目的

した。

2．
「白山」とはどんな山
かゆかわ

3．白山のゴミ問題について

後日、親子登山に参加された粥川さんからメールを
頂きました。要約すると

4．白山のトイレ問題について

【親子登山を通して、山の知識が深くなるとともに、もっ

5．実際に登山をして見てきたこと

と山のことが好きになりました。また、息子もお友達と仲

5-1．登山計画の内容

良くなれたことで楽しい思い出となりました。皆さんの豊

5-2．ゴミの状況について

富な知識と体験談はとても参考になりました。 山は普段

5-3．トイレの状況について

の生活では味わえない、人間本来の感覚を呼び起こして

6．まとめ

くれる気がしました。貴重な体験をありがとうございまし

7．参考にした資料

た。】

8．お礼
の 22 ページにもなる自由研究で皆さんにも是非目を

西脇親子さんからは「黒ボコ岩」の上で撮った写真
の葉書で、
【とても楽しかったまた来年も行きたいです。

通して頂きたいと思います。

(大洋君) 親子のすばらしい思い出になりました(父親)。】
参加者からこのような感謝などの言葉を頂きました。 ★飯山滉太君の夏休み自由研究については、別版にし
本当に「親子登山」やって良かったとつくづく思う瞬

て配布します。

救護担当 松井大樹君のレポート
8 月 20 日(土)スタッフは 5 時に白山比咩神社に集合、 食事を取ります。徐々に雲が湧いてきましたが、避難
乗りあわせて市ノ瀬に向かう。
6 時 30 分、
市ノ瀬集合。

小屋では綺麗な別山を望むことができました。避難小

今年の参加者は粥川さんのお祖父ちゃん、お母さん、

屋を出発し十二曲りのつづら折りを「延命水」を飲み

お子さん。西脇さんのお父さん、お子さんの二家族。

つつ登り、黒ボコ岩に到着。写真撮影などをしてから

それに、スタッフの織田さんのお孫さんを含めてお子

出発。弥陀ヶ原まで登ったところで初めて御前峰を見

さんは男の子三名でした。

ることができ、非常に綺麗な風景を見ることができま

全員揃って準備体操を行い、7 時 30 分に登山開始。

した。室堂までの最後の五葉坂を登り切り、12 時 50

好天に恵まれ気温もぐんぐん上昇するなか、まずは砂

分に室堂に到着しました。子どもたちが非常に元気だ

防新道の一方通行の上りの石段をゆっくりと登ります。 ったため、計画書よりもかなり早いペースで登ること
気温が高いため一気に汗が吹き出します。中飯場で休

ができました。

憩、
とくに遅れるものもなく甚之助避難小屋まで登り、

室堂に到着してからは山小屋の受付を済ませ、
荷物を
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置き、夕食までの時間に近くを散歩することにしまし

下山準備を済ませ、コーヒータイム、記念撮影。8

た。午後になり雲が上がってきたため、頂上付近が隠

時 30 分に下山開始。
まずはエコーラインから南竜分岐

れてしまったので、頂上には行かず、トンビ岩まで散

を目指します。残念ながらお花畑の時期はすぎていま

策にでかけました。どこから見たらトンビに見えるの

したが、油坂のあたりからは南竜小屋がすごく綺麗に

か？などと言いながら写真撮影を行いました。トンビ

見られました。

岩からの帰り道に少し雨に降られましたが無事に室堂
に到着。この日は室堂付近も非常に温度が高かったた
め、トンビ岩までの往復でも汗をかきました。その後
は夕食まで宴会に合流、夕食後は残念ながらあまり星
が見えず就寝しました。
8 月 21 日(日)太鼓の音とともに 4 時に起床。
20 分ほどで準備を済ませて頂上まで登山開始。昨日に
続き気温は高く、登り始めから一気に汗が出てきまし
た。
ゆっくりと一時間ほどで登頂、
ご来光を待ちます。
雲がかかっていたためご来光を拝めるか心配でしたが、 朝に嘔吐したお子さんもその後は体調も回復して遅れ
ご来光のときには雲の切れ間ができ、二年連続で見事

ることもなく下って行きました。南竜分岐から甚之助

にご来光を見ることができました。

避難小屋に下り昼食休憩、お子さんたちは小屋２階の
冬季出入口に上がって大喜びでした。避難小屋を出発
してからはペースに合わせて 2 班に分かれて下りまし
た。ゆっくりでしたが計画書より良いペースで順調に
下り、中飯場で休憩をとり、別当出合手前の一方通行
の下りでは特に足元に気をつけながら下りました。一
方通行の道は土嚢などが積まれており、以前に比べて
危険な箇所は少なくっていました。一方通行分岐から
吊橋まで降りて行く途中、先に別当出合に到着してい
た二人のお子さんが我々の班のお子さんを迎えに登っ

また、雲が高い位置まで来ていたため、珍しい影白山

てきてくれました。三人になったためか、疲れが飛ん

やブロッケン現象まで見ることができました。ご来光

だようで吊橋までの道のりを無事に歩き、
13 時 45 分、

鑑賞後、お子さんの一人が、気分が悪くなって嘔吐し

最後は三人で別当出合にゴールしました。その後、14

てしまったため、記念撮影後はゆっくりと室堂に下り

時のバスに乗って市ノ瀬に移動。最後の挨拶を済ませ

ました。その後お子さんは小屋で休憩をとって、朝食

て解散。 今年も無事に白山親子登山教室を終えるこ

時にはかなり元気を取り戻していました。

とができました。 （文：松井大樹 写真：堀正春）
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３.剣岳早月尾根登山
■９月３日（土）～４日（日）
メンバー CL 八十嶋 SL 池本順平 記録・会計藤江以住 医療木村創史 尾山敏和 藤井あゆみ 中川博人
計7名
行動経過 3 日 集合 4：30＞馬場島 6：30＞登山口 760m7：04＞松尾平 1000m7：56＞奥松尾平ベンチ 8：06
＞標識 1200m9：11＞標識 1400m10：07＞標識 1600m10：26＞標識 2000m12：43＞池塘 13：
10＞早月小屋テントサイト 14：05 18：05 ガス晴れる、展望台アーベントロート
4 日 3：00 起床＞4：38 早月小屋 BC＞標識 2400m5：13＞標識 2600m5：57＞獅子頭 6：55＞標識
2800m 7：06＞カニのハサミ 7：36＞別山尾根分岐 8：06＞剱岳頂上 8：13＞下山開始 8：47
＞2800ⅿ標識 9：49＞2600ⅿ標識 10：48＞2400ｍ標識 11：28＞早月小屋 BC11：56＞テント撤
収 12：49 下山開始＞13：00 雷雨＞1800ｍ標識 14：11＞標高 1200ⅿ15：47＞1000ⅿ標識 16：41
＞馬場島 17：26 着（晴れ間に虹も架かる） （以上尾山）
★後日、尾山会員から山行中に撮影したビデオを DVD に編集し、参加者にお送り頂きました。
お礼申し上げます。
―「試練と憧れ」早月尾根―

文：藤井あゆみ

9 月 3 日一日目。0430 集合し馬場島に向けて出発。

ようかなと思い、父に報告すると嬉しそうだった。

天気もまずまず。

もう少し早く始めてくれたらなって言っていたのを

馬場島はすでに駐車場はいっぱいで、下の駐車場へ

思い出す。

移動。荷物をまとめて登山開始。

父には、お前には劔は無理と言われたが、いつか、

登山口からいきなり急な登り。
重いザックが堪える。

早月尾根から劔に行きたい。それが今日、早月尾根

暫く登ると平坦な場所になりホッとする。

から劔岳にチャレンジすることになるとは思わなか

「劔岳」亡き父の大好きな山、そして想い出の山。

った。今回は私の為じゃなく、父のために頑張って

小さい頃から、劔岳の話ばかり聞かされ育った。

登ると決めた。

劔岳は、特別な山なんだ、怖い山だなと。なので、

早月尾根は長く、木の根も張り巡り歩きにくかっ

登山を始める気持ちにもならなかった。数年前に友

た。見事な立山杉や細蔵山、猫又山を見ることが出

人に誘われ上高地に。やはり山はいいなと、山始め

来た。樹林帯は風もなく、蒸し暑かった。

標高 200m ごとのプレートを見ながら、
まだまだ先だ

なと。
歩けばいつか着くと言い聞かせながら歩いた。
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早月小屋手前の急登。下山してくる方々があと少し

がに体が重い。そして蒸し暑い。

ですっていっていたが、なかなか着かない。先行し

どんどん高度をあげる。白馬連邦から朝日が登り眩

ていた、藤江さんと、木村くんが「見えたよ 」と言

しい。高度感も増しちょっと不安になったが、岩登

う言葉に一安心した。
早月小屋はすでに、
多くの方々

りは楽しい。支部長のサポートのお陰で頂上に立て

で賑わっていた。
あ～早月小屋に着いた。
良かった。

た。素晴らしい景色。夢にまで見た劔岳の頂上。

本当にそう思えた。

父が言っていた通りの場所であった。

早速、テント設営。テントを担いでくれた藤江さん

気を引き締めて下山開始。途中膝に力が入らなくな

に感謝。一段落したら、ビールで乾杯。池本さんが

った。雨足も強くなり雷も鳴り始めた。雨で濡れた

ソーセージを調理しおつまみに。今日のビールはと

木の根は滑り、痛い足には堪える。とにかく歩けば

ても美味しかった。いよいよ、夕食。本日は「鳥野

着くと言い聞かせ、馬場島にやっと到着。

菜鍋」
。鍋の〆は雑炊。とても美味しかった。

歩ききった。 なんという達成感。

夕食後は、支部長と共に高台へ。父に見せたかっ

振り返ると、二重の虹のアーチが。そして、雲一つ

た小窓尾根。小窓王の南壁。南壁がアーベントロー

ない劔岳。最後に素敵なご褒美を貰えた。

トに赤く染まる。 涙がでた。

頑張ったなって、そう父に言われた気がした。

頂上に立ってないが、父の好きな小窓尾根を間近に

試練と憧れ。劔岳は偉大で厳しい山だった。

見ている。父も見てくれたかな

でも、良い経験ができ、一回り成長出来た気がした

9 月 4 日二日目、いよいよ、山頂アタック。さす

山行であった。

（写真：中川）

Ⅱ その他行事報告
１.公益事業

山の日記念事業

冨士写ヶ岳方位盤完成報告

支部報１号で山頂整備までの報告をしま

枠もベンチとして再利用することになった。

したが、その後の経緯と除幕式までの報告で

５月のゴールデンウイークには連日多く

す。

の登山者が富士写ヶ岳をめざし、大庭会員
４月 30 日の山頂展望確保の作業を終え

夫妻や前川代表幹事が山頂や登山口で募金

て、台座の位置も決まり、旧方位盤の台座鉄

チラシを配布し、個人寄付の確保に大いに功
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を奏した。大庭夫人は平日にも登山口で機会

ートルほど離れた上空で一旦ホバリングし、

有るごとに登山者に趣旨を説明して理解を

ゆっくりと方位盤基礎に近づき 800kg の台座

得た。その模様は後日、ＮＨＫ「加賀能登イ

はほぼ中心に下された。素晴らしい接地であ

ブニング」でも放映されたが、八十嶋カメラ

ったがその時の風圧は凄まじかった。あっと

マンの感性は見る者の心を温かくする内容

いう間にヘリの爆音は遠ざかり、山頂は元の

であった。

静けさを取り戻す。
しかし、いったい 800kg もの台座をどのよ

５月２６日には高岡銅器団地協同組合に
制作依頼した銅板製の方位盤が完成し、翌６

うに動かして定位調整するのだろう。

月２０日黒御影石の台座が完成して、製造元

下坂社長の号令一過、台座の芳名版収納の穴

の下坂石材で公開された。正八角形をした高

に丸太を入れて男 6 人、丸太を梃に引くもの

さ８０㎝の台座に置かれた方位盤は赤銅色

押すもの、台座を傾げながらモッコをはずさ

に輝き、台座側面には、優しく少しはにかん

なければならない。次いで社長はポケットか

だお顔の深田久弥氏のレリーフがこちらを

ら、10 個ほどのパチンコ玉を台座の下に転が

見ている。一見写真のように見えるが、実は

した。傾げた台座をそっと戻すと、何と女性

非常に細かな「点刻」で、半世紀の時が流れ

一人でも簡単に向きを変えられた。ベアリン

ても風化しない芸術的な仕上がりになった。

グの理論である。日本のパチンコ玉は真球で
優秀なのだそうである。位置を合わせ終わり、

６月２６日石川支部を含めた６団体、ボラ
ンティア総勢５６名が、方位盤基礎工事の物

下に楔をかまし更に台座の端にひもをくぐ

資、約 300kg を分担して山頂まで担ぎ上げた。

らせて横に平行に引いていくと、下にあった

生憎の雨であったが皆明るい表情で、元気に

パチンコ玉は外へコロコロと出てきた。かく

山頂を目指した。台座製作者の下坂石材の社

して方位盤台座の固定が出来た。ブルーシー

長も今日の基礎工事の為に登ってくれる。

トで包み、台座は静かに除幕式の日を待つ。

頂上に着く頃には雨も上がり、大庭会員のご

この日地元の山中山岳会が以前に設置した

友人である吉村氏が急ごしらえの祭壇で地

山頂標識も、方位盤の横に並べて新しく付替

鎮祭を執り行なった。参加団体の代表者が安

えられた。作業完了。ヘリの置き土産の二つ

寧を祈り、全員で玉串奉奠。方位盤の基礎工

のモッコは前川会員と私で降ろしたが、肩に

事が始まるころには、陽も差す天気になり、

食い込むその重さに耐えての下山になった。

1ｍ四方に並べられたレンガをセメントで固
め、ようやく準備作業は完了。
７月１９日（火）事前にヘリコプター空輸
の講習を受けた６名を含む２０名が参加し
て、いよいよ方位盤台座の空輸の日となった。
朝７時より晴天無風の九谷ダムの広場で下
坂石材のトラックからモッコに包まれた方
位盤をクレーンで降ろす。
山頂で待っていると予定の１１時より早く
下の方でヘリの爆音が聞こえ、その音が近く
なってきたと思いきや、いきなり我々の頭上
にヘリコプターが現れ、たちまちに去って行
った。位置を確認したのだ。数分後、再び爆
音が大きくなった。中日本ヘリコプターのア
エロスパシアル AS332 型機が山頂より 50 メ
８月７日（日）、待望の富士写ヶ岳方位盤

名が我谷口を出発。報道も同行である。背

除幕式の日を迎えた。朝５時荷上隊の３０

負子に固定された方位盤は有志のボッカ
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ら祝詞奏上。参加団体の代表が並び紅白のひ

隊が交代で担ぎ上げた。

もを引いて除幕となった。

寄付者の名を記した銅製の芳名板は、田中
会員が担ぎ通してくれた。風の無い暑い日で

黒御影の方位盤が夏の陽に輝く、玉串奉奠

ある。この日は今夏一番の猛暑であったこと

の列が続き日陰逃げ場のない山頂。参加者の

が後でわかった。三々五々集まった登山者で

方々には良く暑さを我慢して頂いた。深田久

総勢８０名を超す山頂は本当に暑かった。除

弥氏の「わが故郷の山」の一節が朗読され、

幕式の祭壇の廻りには紅白の幕が張られ、神

そして全員の記念撮影でセレモニーは無事

事を執行する吉村氏は額に汗を光らせなが

に終了。

最後の作業は芳名録の収納である。下坂
石材社長の出番。白い桐の箱に収められた
芳名録を台座上部の穴に収め、強力接着剤
で蓋を封印しその上に方位盤の銅板が完
全に固定された。午前 11 時であった。
この山の山格に相応しい立派な方位盤
が完成したことを慶び、石川県内の山岳界
の力の結集もまた誇りに思います。
深田久弥氏の「日本百名山」は、11 歳の
時に初めて登ったこの山から始まりまし
た。そして今レリーフの深田先生は「故郷
の山を大切に守っていこう」と、私達に語
りかけているようです。
（文：中川博人

深田久弥著「名もなき山へ」
わが故郷の山 より

私の四十年に近い登山史を書くとし
たら、その第一ページを飾る山は、わ
がふるさとの冨士写ヶ岳だろう。それ
は大聖寺から見ると二つの峰頭を並べ
て整然としたピラミッドをなしてい
る。その名の通り富士山を写したよう
な形である。
大聖寺から離れると、もうこの美しい
形は崩れてしまう。まったく大聖寺の
ためにあるような山である。
私はこの富士写ヶ岳を見ながら育っ
た。白山が雲に隠れている日でも、こ
の近い山はいつも町の上に君臨してい
た。いまでも帰省の時、汽車がふるさ
との町に近づいて、富士写ヶ岳の三角
形が見えてくると、ああ帰って来た、
という感じに打たれる。
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写真：大庭保夫）

2.全国自然保護委員会報告

<どうする！山の野生動物との関わり>

自然保護委員 埴崎 滋
JAC 自然保護２０１６集会は、７月１６・１７で四国

コーディネーターは白山自然保護センターにも在勤歴

支部主宰で、高知市五台山の県立牧野富太郎植物館と

のある NPO 法人四国自然科学研究センターの山田孝

工石山（１１７６ｍ）で開かれた。二会場間で距離が

樹氏で進行された。ニホンジカの棲息密度６、� /km2

隔たり、アクセスには苦慮しました。会には全国１６

の急拡大で、ツキノワグマの生息環境＝個体数の最低

支部より８１名の参加があり、二日間に亘って有意義

存続可能個体数の１００頭水準＝を大幅に下回る四国

な協議内容でした。

全土で１０数頭のカウントとするツキノワグマの現状

今年のテーマは掲題のタイトルでしたが、国土全般

に至るとされる。食用植生地域の急減と、過去に害獣

の林野に深刻な被害と、片や共生の在り方をタイムテ

としての捕獲・駆除の推奨の影響も大きかったとされ

ーブルに沿って、ポイントで報告いたしますが、つぶ

る。四国西部の旧生息地を中心とした広葉樹林の復元

さな内容はネット環境をお持ちの会員には「日本山岳

と特定鳥獣保護計画の策定による保護施策を推進する

会会員ページ」の自然保護委員会のアーカイブで、機

必要があると結論付けされてはいるが、奥能登の低丘

関紙「木の芽・草の芽」と共に閲覧が可能ですので、

陵地域にも出没する彼らの生息実態との乖離に戸惑う

是非にも精読を頂ければと存じます。初日は１０時よ

ばかりでした。各グループの発表はタイムテーブルの

り実行委員会の挨拶に続き、北海道支部より順次１５

大幅遅延で中止となり、後日の自然保護委員会のアー

支部の直面する諸問題についての報告が有り、石川支

カイブか機関紙での紹介となった。宿泊の工石山青少

部は、
昨年策定の県の第一期５か年計画のニホンジカ、

年の家は当地キゴ山の設備と同様で、夕食はワイルド

ツキノワグマ、イノシシ、ニホンザルについての管理

なイノシシ・シカのジビエ料理での競演となる。

計画の進捗状況を報告した。
各支部とは地域差はあれ、

二日目のフイールドスタデイは雷予測の曇天下、山

野生動物との鬩ぎあいは深刻の度合いを深めており、

行３コースと牧野植物園研修に予定通りスタートする。

温暖化による北上進化傾向と過疎による放置林野の拡

埴崎参加の植物園は 3 千種に及ぶ、
東洋の伝統園芸植

大はすざましいスピードで、捕獲・駆除は行政の予測

物と南国の温室が広大な敷地に展開され、レクチャー

を上回り、今後の重大な課題として地域に圧し掛かっ

を含めた半日での巡覧でも回りきれず、再来園が叶え

てくるとの支部報告の総括であった。

ればと感じた。近隣には四国八十八か所霊場第３１番
札所「竹林寺」も存在する。

午後の全国集会は山田和人副会長・地元行政・林野
庁・環境省の挨拶、祝辞から、四国支部自然保護委員
長で高知大学石川慎吾教授から「 SOS 三嶺の自然」と
題した基調講演があり、剣山系のニホンジカによる植
生への加害状況の経年観察から防鹿柵、
樹木ガード
（ラ
ス巻き）
、生態系植生の調査モニタリング、本・資料集
の作成、シンポジウムの開催、写真パネル展等の普及・
啓蒙活動を続け、植生シートの敷設による植生の定着
化の検証を進めることとする研究成果と継続取り組み
が報告された。
グループディスカッシヨンでは１、
「四国のツキノワ
グマは警告する」２、
「高知県の野生植物の現状につい
て」３、
「山岳植物園＝オアシスの可能性」４、
「人間

自然保護委員会（木の目草の芽）８月号より

とシカの自然界」
の４テーマで埴崎は１、
に参加した。
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Ⅲ.今後の行事予定
各参加申込は、指定期日までに事務局または各担当者までお願いします。
概要のみ記載されているものは、別途担当者から参加者へ詳細通知します。
1.秋山登山：大猫平～大猫山(2070 m)～猫又山(2378 m)
剱岳の眺望を最も間近で楽しめ、天気がよければ後立山連峰も望める。稜線歩き、池塘などバリエーション豊かな風景が楽
しめる。 高低差が激しい。健脚者向け。
・日時 １０月８日（土）天候により 10/9 に変更有。
杜の里ポケットパーク集合 3：30＞馬場島 5：30＞6：00 取水堰堤＞9：00 大猫平＞10：00 大猫山＞12：00 猫又山
12：30＞14：00 大猫山＞14：30 大猫平＞16:30 馬場島
※行動時間 11 時間程度。荷物は軽量化。
・担当：中川

2.公益事業 秋山親子登山 奥獅子吼山
当初赤兎山を計画していたが、一般者には季節的に寒いかもしれないので、役員会で協議し「奥獅子吼山」
で実施することになりました。近日中に案内します。皆様、ご協力をお願い致します。
・担当：八十嶋
3.石川支部山祭り
日時：１１月２６日（土）午後６時３０分～
会場：白山市吉野谷セミナーハウス

石川県白山市中宮ヲ－１６

TEL 076-256-7246

会費：\5,000 円 （一泊二食 \2,600 + 懇親会費 \2,400）
★新入会員・会友の方は勿論、皆さん、たまにはゆっくり温泉に！皆様ご参加ください。
・担当：織田
4.支部長会議・年次晩餐会
日時：１２月３日（土）
会場：東京 京王プラザホテル
詳細は「会報 山」１０月号に発表されます。
・担当：中川
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Ⅳ.寄稿
●天城山（伊豆半島最高峰へ） 堀 正春
2016 年 9 月 3 日

うことができました。

天城山（あまぎさん）は連山の総称で、伊豆半島

登山道は整備され(整備過ぎかも)至る所に標識があ

最高峰の万三郎岳（ばんざぶろうだけ 1,406m）
、万二

り迷うことは無い。標識には番号が書かれており、救

郎岳（ばんじろうだけ 1,299m）
、遠笠山（とおがさや

助の時も番号を目安にするらしい。天城高原ゴルフ場

ま 1,197m）等の山々から構成され日本百名山の一つ

登山口からは川端康成の「伊豆の踊子」で有名になっ

である。

た旧天城峠(天城トンネル)まで縦走ができるようにコ

今回は伊豆に用事があり、また、太平洋側にしか分布

ースが整備されている。旧天城峠(天城トンネル)近く

していないヒメシャラ（姫沙羅）の木を見たく、天城

には川端康成「伊豆の踊子」の碑もあり、天城山だけ

高原ゴルフ場登山口よりシャクナゲコースを周回した。

で無く周辺の歴史的な観光をセットに行くと良いと思

9 月 3 日、当日は晴れ予報であったが伊豆市までは晴

います。

れ、しかし天城山は低い雲の中、時々の雨、天気が良

しかし金沢から往復 1,100Km、日付が変わった 0

ければ富士山、相模湾や伊豆大島が眺められる筈でし

時過ぎに出発、登山口駐車場に 7 時着、準備をして 8

たが景色は全く見えず残念でした。しかし入山してす

時前に登山開始で周回コースタイムは 5 時間 30 分、

ぐに見たかったヒメシャラに出会うことができ、元々

登山よりも運転で疲れました。

すべすべとした樹皮が雨でよりツルツルの感触を味わ

旧天城隧道の石碑

川端康成 伊豆の踊子歌碑

ヒメシャラ（姫沙羅）の木

天城連山最高峰 万三郎岳
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Ⅴ.その他案内
■深田久弥山の文化館事務局の大幡会員より以下の案内が来ております。
日 時：１０月１６日（日）１３時３０分より１５時
場 所：深田久弥山の文化館
講 師：Martin Hood（マーチン・フッド）
演 題：”How Nihon Hyakumeizan can change your life”
『日本百名山』がいかに人生を変え得るか、
“One Hundred Mountains
of Japan（
『日本百名山』英訳本）
”の訳者 Martin Hood さんが『日本百名山』を通して出会った山々、
人々を語ります。講演は、スライドを交え、日本語で行われます。
■福井支部前支部長の宮本数男氏が「ふるさと 福井の山」を出版しました。
価格は 1000 円＋税、212 ページ 1.冠山から 200.勝山の高尾山まで、各ページに入った何枚かの写真も、紙質もよく、
文体も宮本さん独特の柔らかな雰囲気で、山へ入ったような気持ちでついつい何ページも読んでしまいそうです。
ヤマケイの各県の山シリーズとは完全に別物。 津田顧問よりお勧めです。
発行は福井のエクシート、店頭になくても書店ではとってくれるでしょう。

編集後記
毎年のことながら暑い夏でした。気が付けば虫の音が響いています。
天候思わしくない秋シーズンですが、チャンスを生かし有意義な山行をしてください。

日本山岳会石川支部報
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石川支部長 中川博人
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