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Ⅰ.計画山行・行事報告  
 

１．大日沢遡行  

■６月１１（土）晴れ 

場所 ：加賀市山中真砂～大日沢遡行～大日山（１３６８ｍ） 

参加者 ：田井（Ｌ）・中川・前川・藤江・八十嶋 

今年、沢登りを支部の行事として取り入れることができたのは、なんと言っても田井さんの多大な尽力と豊か

な沢登り経験があってのことです。 飄々としながらも、笑顔で私たちを引っ張ってくれた田井さんに、まずこ

の場を借りてお礼を申し上げたいと思います。 また、そもそもの発案をしてくださった前川さんにも感謝した

いと思います。 これからも、わくわくすることを始められる、続けられる山岳会を目指してがんばっていきた

いです。 

大日沢は、加賀・小松にまたがる大日山の西側の

深い谷に流れる沢。 私にとっては初めての沢登り

となるため不安も多かったが、調べた範囲では登攀

に関してはそれほど難しくもなさそうであるし、泳

ぐ必要もなさそうだった（個人的には泳ぎは大好き

だが）。 何より、何十年も前からこのコースを歩い

ているリーダーの田井さんから薦められたことも有

り、不安以上に期待が大きかった。ウェアや荷物の

防水用品などをうきうきと揃え、いよいよ待ちに待

った本番に臨んだ。 

 朝 8 時ごろ、真砂の集落跡に５人で車を停める。

緑が美しく繁茂した季節、良く晴れた空。沢を歩く
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にはうってつけの日だった。 

 はじめは一般登山道と同じく、沢沿いの道を進む。

沢に入るのは堰堤を越えてからだ。 東向きに歩く

このコースでは、午前中は木々の梢を縫って逆光に

陽が差しこみ、ずっと水面がきらきらと輝いて見え

た。 今から、あの流れの中を行くと思うと、どう

しようもなくわくわくさせられる。 

 沢に入ると、身が締まるような水の冷たさ。大日

沢は水量が多く、大きな岩がごろごろしていて、水

の表情は変化に富んでいる。 深い緑色の淵と白糸

のように走る流れが同時に目を楽しませてくれ、入

渓してすぐに「来て良かった」と思わされる。 頭

上に光をすかして輝く緑、足元にさわやかな清流を

感じながら、メンバーが次々と、岩から岩へと軽快

に飛び移っていくのを見るのはなんとも言えず気持

ちがいい。 

 

 幅が広くなっている淵は水の流れが緩やかで、思

わず泳いでみたくなった。 どうしても欲望に抗え

ず必要もなく泳いでみたところ、せいぜい 10 秒泳

いだだけでも芯まで冷えそうになる。 

 なんといっても一番の醍醐味は、滝。 大日沢は

大小さまざま、落差や水量などの表情も豊かな滝が

次々と現れ、目を楽しませてくれる。 どの滝も高

巻きしてやりすごすことはできるが、リーダーの田

井さんがにこにことしながら「やっぱり少しはシャ

ワークライミングも楽しまないと」と一言。 私と

しては、待ってました！といいたい気持ちだった。 

 初めての滝の登攀だが、手がかり･足がかりがしっ

かりとしているため難しくは無かった。 ただ、水

とコケでどうしても滑りやすく、決して油断はでき

ない。 手を、足を動かすたびに慎重にホールドを

確かめる。 その間にも滝の飛沫が絶えず降りかか

り、冷たい反面なんとも爽快だった。 １０ｍほど

の落差の滝をひとつ越えるだけで「これはいい

な・・・」と思わされる。 ただ、こういうときほ

ど調子に乗ってはいけないという戒めも忘れないよ

うにしたい。 後続のメンバーのためにフィックス

ロープを張ったが、水にぬれたロープを全然上手く

投げられず、挙句の果てに木に引っかかる始末。何

回もやり直してしまった。（皆さん、痺れを切らさず

待ってくださってありがとうございました。） 

 基本的に田井さんがトップを歩いてくれたものの、

私もたまに先頭を歩いてみる。 すると実感するの

が、歩きやすい場所を見つけるのが沢は特に難しい

ということだ。 安定した岩はどれか、流れが急な

場所を避けるにはどこを通ればいいか、考えながら

歩くのは集中力がいる。 その代わり、先頭を歩く

楽しみもある。 人が歩くのに驚いて、沢の中に時

折さっと魚影が走るのだ。 「岩魚」とはよく言っ

たもので、こんな狭い岩の間をよくぞと驚かされる

ほど、機敏に岩と岩の隙間を縫って泳ぎ、巧みに淵

に潜む。 イワナのほかにも、急流の中必死に岩に

しがみついて生きるナガレヒキガエルの子もなんと

もかわいらしい。 沢の世界は新鮮な発見に満ちて
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いる。 滝をいくつか乗り越え、あるいは高巻きし

てやり過ごしながら進むうち、いくつかの支流に出

くわす。大日山頂上直下の鞍部に出るためには、本

流と思われる大きな流れをたどるばかりでなく、途

中で支流と思われる左俣の沢に入らなければならな

い。 これが難しい。 見晴らしが全く無いため、

滝の数や沢筋の方角がルート判断の頼みとなる。 

 田井さんに助けてもらい、左俣に入ることはでき

たが、すると目の前にあるのはほとんど「壁」とし

か言いようのない巨大な崖だった。 「まさかここ

は行かないだろう」と思いながら、細かい分岐をい

くつか選んで支流をさかのぼるうち、とうとう少し

行く先を間違えてしまった。 

どうやら「まさか」の壁を左側に迂回しすぎたらし

い。 道なき道を沢筋だけを頼りにすすむ。 

時にはぼろぼろと崩れそうになる岩に慎重に手がか

りを求め、時に潅木を握り締めて登る。 最後の 15

分は藪こぎだったが、何とか山頂近くで尾根に合流

できた。 これもまた沢登りの醍醐味だろう。 面

白さ、厳しさを噛み締めることのできるいい山行。 

田井さんが笑顔で繰り返していた「ここは沢登りの

入門編だよ」という言葉がなんとも味わい深かった。 

 久しぶりに大日山の山頂を踏み、仲間たちと昼食 

を楽しむ。全てにおいて心の底から楽しめた、すば

らしい沢登りデビューとなった。 

（文・写真：八十嶋）
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２．沢上谷（そうれだに）遡行  

■１０月２２日（土）曇り 

場所 ：岐阜県高山市上宝町 

参加者 ：田井（Ｌ）・前川・藤江・八十嶋 

夏に行くはずだった赤木沢が、メンバーの都合が合わず流れてしまい久しぶりの沢登りとなった。 

ただ、沢上谷はインターネットなどで調べても初級者向きでなお絶景が楽しめる沢登りコースとのこと。 

否が応にも期待は高まる。地形図を見る限り、傾斜も全体的に優しく、ゆっくり時間をかけても 

半日かからないであろう行程と思えた。これなら気楽に楽しめそうだ。 

     
 朝 8 時前に入渓点近くの駐車場に着く。 このコ

ースは、ありがたいことに沢沿いに車道が通ってい

るため、ゴール地点近くにも車を置いておける。 そ

のため、まず車の一部をゴール地点にデポする作業

を行った。 その間に、何台か他のパーティーの車

もやってくる。 車のナンバーは東京など関東地方

のものばかり。 中には小さな子供をつれて、入渓

地点近くで水遊びをするという親子もいた。 かな

り人気の沢なのは間違いない。 

 準備が終わると早速、沢に降りた。 紅葉には少

し早いが、空気は凛と冷えていて秋の気配は十分。

水は思ったほど冷たくは無い。 水温は気温ほどめ

まぐるしく変化しないので、秋がまだ浸透しきって

いないと見えた。 

 沢上谷は水量はそこそこだが、広々とした沢筋で、

流れが急な箇所が少ないため比較的安心して歩ける。

特に多いのが、滑らかな岩盤の上を薄く水が覆うナ

メ床だ。 滑りやすいものの、ごろごろした岩場に

比べ転んで大怪我という緊張感がなく、気持ちよく

登れる。 何より柔らかな水の流れに心癒される。 

 それにもまして魅力なのはやはり滝。 コース上、

本流に何箇所か支流が流れ込んでいて、この支流を

10~20 分たどると見事な滝に突き当たる。 まず出

会えるのが、高さ５ｍほどの小さな滝が目印の五郎

七滝へと続く支流。 ここは滝に至るまでの道も見

事で、広葉樹が枝を広げたトンネルの下に広大なナ

メ廊下が続く。 五郎七滝そのものは二条に分かれ

た白糸のような美しい滝でなんとも言えず上品な姿

をしている。 五郎七滝を見た後、本流に戻りしば

らく遡行を続けると、次は岩洞滝へと続く比較的大

きな支流がある。 岩洞滝はまさに雄大そのもの。

高さ５０ｍほど有りそうな大きな滝が、ハングした

岩棚の上から豪快に流れ出ている。 ハングした岩

棚の下は滝の名のごとく洞のようになっていて、 

洞の中まで歩いていけば滝の裏から水飛沫越しに紅

葉を眺めることができ、まさに絶景。
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 この日は、滝の目の前にある樹齢何百年という桂

の大木が黄に色づいていていた。 飛沫が飛ぶ中、

滝の裏まで歩いていくのは少々寒かったが、メンバ

ー全員言葉を呑んで景色に見とれた。 この瞬間は

誰もが「来て良かった」と思うに違いない。 

 本流を歩いていけば、やがて出会うのが蓑谷大滝。

これも５０ｍはあるかという見事な大滝で、すぐ下

まで歩いていくことができ、見上げた時の勇壮な姿

には飽く事がない。 この滝はどうあがいても登攀

できそうに無いが、左岸から高巻くことでそれほど

難しい思いもせずに越えることができる。 

 最後に、二股の滝が流れ込む滝つぼから、向かっ

て右側のナメ滝を直登する。 

登攀というほどの傾斜ではなく、滝沿いの草木をつ

かめば問題なく登れるが、滑りやすい。 

 

 

 私は勇んで先頭を行かせてもらったが、ずるりと

滑って一歩進み、またずるりと滑っては登る姿はか

なり格好悪かったことと思う。 一応ここはフィッ

クスロープを張ったが、例によってロープ投げが下

手な私の投げるロープは木に引っかかった。（そろそ

ろ皆さんの視線も痛かったです） 沢にかかる橋に

つきあたったらゴール。 

沢上谷はまさに初級者向けの歩きやすさだった上、

絶景ポイントも多く、ローリスクハイリターンな沢

登りを楽しめた。 ナメ床で、田井さん以外のメン

バーは一度は滑って転んだが（そして大なり小なり

ドボンしてしまったが）、それもご愛嬌。談笑の絶え

ない楽しい沢登りだった。 

（文・写真：八十嶋） 

 

  



- 6 - 

３．公益事業 秋山親子登山  

■１０月３０日（日） 奥獅子吼山登山。 

場所 ：奥獅子吼山 

参加者 ：池本・岡本・田中・樽矢・津田・中川・村上・藤江・八十嶋 他、親子参加者４名、幼児１名 

・親子登山企画の経緯 

 昨年から始まった、８月の白山親子登山。せっかく県内外から親子参加者が集まってくださったので、白山以

外にも簡単な山登りを楽しんでもらおうと、今回この催しを企画しました。 

 奥獅子吼山を選択したのは、まさに地元に住んでおられる田中さんが推薦してくださったことがきっかけでし

たが、ここほど初心者にお勧めできる山はそう無いでしょう。ゴンドラリフトがあり、アプローチもいざという

時のエスケープも容易なこと、道が整備されていて標高もちょうどいいことなど、初級登山としてまさにうって

つけでした。田中さん、ありがとうございました。 

 

・山行報告                      

 朝１０時にゴンドラリフト開始のため、集合は９時

半とゆったりめにしました。親子参加者は２組４名。

お母さんと小学３年の息子さん、お父さんと小学３年

の息子さんという面々に、恥ずかしながら私の娘（３

歳）も参加させていただきました。親子参加者のうち、

今年白山に参加した男の子は、８月に仲良くなれた子

でした。参加してくれたのが嬉しかったです（ただ、

娘があまりに手がかかるので、あまり彼に構えなかっ

たのが申し訳なかったです）。 

 ゴンドラでスカイ獅子吼まで一気に４００ｍアップ。

スカイ獅子吼はともかく見晴らしが良く、いきなり圧

倒されます。手取平野を右手に望みつつ、ゆったりと

歩き始めることができます。道中、危険箇所といえる

ほどの場所は有りませんが、たまに急な箇所などがあ

ると、先頭をお願いした田中さんが後続に声をかける

など、丁寧にケアをしてくださいました。 

 今年の紅葉は、葉の色づきがいまいちでしたが、子

供たちは落ち葉やどんぐりを拾うなどしてそれなりに

楽しんでくれていました。普段山に来ない子は秋山の

環境がものめずらしいのかも知れません。メンバーは

孫がおられる世代の方も多く、皆で子供たちあれはな

んだ、これはなんだと教えて歩く姿が妙に様になって

いました。 

 山頂では、白山の眺望を楽しみつつ、樽矢さんご発

案の豆腐なめこ汁を振舞いました。程よい塩味、温か

みと、山上で味わうにはきわめて絶妙な味だったと思

います。ただ、私がおたまを忘れてきたのは本当に申

し訳有りませんでした。皆さん、クッカーなどを貸し
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てくださりありがとうございました。 

 帰りの道中には、子供たちも段々慣れてきたのか、

われわれ会員との会話も増えていた様に思います。ト

ンボやカマキリなどの昆虫にも興味を示していました

が、どの子も虫に触れないみたいで、「時代が変わった

なあ・・・」となんだかしんみりしました。最後まで

親子登山者も会員も楽しめ、 

低い山ながらなかなか楽しい山行でした。 

 

・結びに 

 今回、これまでに白山親子登山に参加された方々に

声をかけたところ、２組の親子参加者、計４人が応募

してくださいました。「ぜひ行きたいのですがどうして

も予定が合いません！」というご連絡も３件いただき

ました。 

 会員外の、しかも初心者と山に行くのは、山岳会と

してはリスクを負う行いです。しかし同時に、初心者

に山に興味を持ってもらうこと、リスク管理について

リーダーにとっても勉強になることなど、得るものも

多いように思います。できれば来年も簡単な親子登山

は続けたいところです。今回来られなかった方も、ご

自分の子（孫）を連れてきていただくのもいいかもし

れません。 
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 （最後に、今回は自分の子供にかかりきりでほとん

どパーティーをケアできなかったことをお詫び申し上

げます。３歳児は邪悪の化身です。肩車のし過ぎで筋

肉痛になりました。） 

 （文・写真：八十嶋） 

 

 

 

 

 

４.  平成２８年度「山祭り」集会  

■１１月１９日（土）１６：００ ～ ２０日（日） 

場所 ：吉野谷セミナーハウス 

参加者 ：１５名 宿泊１２名 

毎年恒例の山祭りの報告です 

今年は会場都合により、例年の１１月最終週土日の予定が１週早くなり会員会友にご迷惑をおかけしました。 

しかしながら、恒例の集会と言うことで、１５名の参加となりました、事務局から御礼申し上げます。 

今回初めての山祭り集会に参加させて頂きました。 

 7月の上高地、山研の時もそうであるが、初参加ゆ

えに分からないことばかりであり、食事は、寝具は、

お酒は等、Ｔ会員には事細かに、しつこく聞いてしま

いました。 山祭り集会は日頃の山行でも顔を合わさ

ない方々と語り合える場でも有り、昔話や直近の山行

についての話題で盛り上がり、食事の時間を過ぎても  

部屋に移動し遅くまでお話を聞かせて頂いた。 

夜も更け、お酒も進み、そろそろその場で横になる

方が何名か、まだ話しは尽きませんがようやくお開き

となりました。 非常に楽しい集会ではありましたが

参加人数が少ないことが気になりました。 

セミナーハウスと言う場所で集まっているので研修

要素をもっと盛り込んで登山技術の研鑽のため、あま

りにも基本的かと思いますが、初心者向けに 

ロープの結び方、テントの扱い方、イータパワーなど

の器具の扱い方やピッケル、アイゼンなどの実践的な

道具の使い方の講習会を行っても良いのではないでし

ょうか。 今回も料理に腕をふるって頂いたＯ会員、

いろいろな種類のお酒を持ち込んで頂いた会員の方々、

料理もお酒も堪能させて頂きました、ありがとうござ

いました。 

（文：堀 写真：写真が無く申し訳ありません） 
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Ⅱ その他行事報告 
 

１. 五支部合同懇親山行報告  

■１０月１６日（日）・１７日（月） 

場所 ：猪臥山(1518.8ｍ)、飛騨古川スペランツァホテル 

参加者 ：中川 西嶋 

平成28年度の５支部懇親合同山行は岐阜支部の主管で、１０月１６日（日）・１７日（月）に 

飛騨古川駅前にあるスペランツァホテルを宿泊場所として開催された。 

富山・福井・京都滋賀の3支部からは各６名が参加。石川だけが２名の参加であった。 

主催の岐阜支部は１８名の会員が参加し、合計３８名で行われた。 

 月曜日に掛る行事は参加できない会員が多く、や

はり従来の土・日開催がありがたい。石川からは私

一人参加かなと思っていたところ、思いもかけず西

嶋会員から有難い申し出を頂き、その心意気にただ

感謝しかなかった。飛騨古川は個人的にも好きな街

である。金沢からは東海北陸道経由、２時間少々で

着く。朝８時頃西嶋さんの車で出発。爽やかな晴天

の五箇山、白川郷を見下ろし、飛騨清見ＩＣで高速

を降り、近道の県道９０号、通称「飛騨卯の花街道」

に入る。途中峠を越えるところに猪臥山トンネルが

あり、トンネルの手前に今回懇親登山の目的地【猪

臥山】1518.8ｍの登山口がある。数台止まっている

車を横目に飛騨古川を目指す。山越えから下り、途

中に道の駅「飛騨古川いぶし」があるのでしばし休

息。時間は十分あったので、勝手知ったる黒内果樹

園へ足を伸ばし、秋の味覚のリンゴを仕入れた。飛

騨古川のホテルに着くと丁度受付中で、余計な荷物

を車に置きマイクロバスに乗り込む。本日のエクス

カーション（体験型見学会・一団体の小旅行）、天生

（あもう）湿原と白川どぶろく祭りに出発である。

天生湿原は昨年の水害で国道３６０号が不通で白川

側からはいけなかった。紅葉が楽しみであった。 

２時間の自由散策なので途中までブラブラする心算

でいたが、突然西嶋さんが早足で突進しだした。あ

わてて後を追いどうしたのかと聞くと、正月に上高

地へ入るのでトレーニングだと云われた。それなら

ばと後を追いかけカツラ門まで早足でいく。 

中ほどで以前は無かった鹿・猪よけの２ｍほどのフ

ェンスの扉を開けなければならなかった。どこまで

張られているのだろうか。地元の人たちにとっては

深刻な問題で、白山とてうかうかできない。【カツラ

門】に到着すると多くの人が休憩していた。目前の

カツラの巨木は柔らかな秋の陽を浴び、強いコント

ラストで黄葉の森の入口の門の様にどっしりと立っ
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ていた。数枚写真を撮り来た道を引き返す。 

 

以前来たときには春と夏の中間みたいな中途半端な

季節であったが、来年の６月中旬に会の皆と新緑の

高層湿原をハイキングしても良いな・・と思った。

バスに戻り楽しみにしていた白川郷「どぶろく祭り」

に向かう。祭りの会場は「鳩谷八幡神社」、白山白川

郷ホワイトロード（旧白山スーパー林道）と国道156

号がここで合流する。 

立派な拝殿が東を向いている。白山三神の合祀「菊

理姫命」「伊邪那岐命」「伊邪那美命」が祭神である。

普段なら静寂に包まれた境内だろう。拝殿の右側に

舞台と小さな酒庫があり、左側には社務所と神楽庫

が並び、前の広場では祭事の獅子舞が奉納されてい

た。午後３時半を回ったころ、拝殿で１月に仕込ま

れた「どぶろく」が奉納される。 

 

我々を含む多くの来客は社務所に500円を奉納し

盃をもらい、拝殿下の４本並ぶ大杉の前に座り込ん

だ。「どぶろくの儀」の神事が終わると酒樽から「き

ったて」と呼ばれるヤカンのような酒器に小分けさ

れ、土地の老若のおかみさん達が振舞酒を注いで回

る。皆さんこの日の為に綺麗な和服の上に割烹着を

きて、笑顔でどぶろくをついでくれた。美酒・美味

は別として秋の祭りの“おもてなし”を受け、ホテ

ルへ帰るバスの中は、参加者皆満足な顔で一眠りで

あった。その晩の宴会も文字通り「どぶろく祭り」

の延長で、楽しい時間であった。夜半からは雨とな

り、夜が明けても雨脚はいっこうに収まらなかった。

岐阜支部長から登山中止の案内でお弁当とお茶を受

け取った。西嶋さんを案内して古川の町を散策した。

高山と違い小さな町であるが、白壁土蔵の酒蔵とそ

の横を流れる瀬戸川には沢山の大きな鯉が泳ぎ、心

癒される趣がある。何やら懇親山行の報告が、観光

レポートの様になってしまった。帰路西嶋さんの運

転で国道471号で楢峠を超え、富山県砺波市へでた。

初めて通った道。ひとことで言えば、危険で酷な道

とでもいうべきか。車一台が通るだけ、交差箇所な

ぞ数えるほどしかない道である。正直もう一度走り

たいとは思わない。運転した西嶋さんは本当に緊張

されたことと思う。申し訳ないことをしたと今も思

っている。                      

（文・写真 中川 博人）
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２. 支部長会議・年次晩餐会  

■１２月３日（土） 

場所 ：京王プラザホテル 

出席 ：中川 津田 大庭 大畑 堀 ５名 

平成28年度支部長会議と年次晩餐会の報告 

12月 3日（土）、恒例の年次晩餐会に出席の為、

上京した。北陸新幹線が開通して東京に着く時間に

も余裕が持てるようになった。10時 30分より京王

プラザホテル42階の「高尾」で支部長会議が行われ、

会長挨拶のあと年次晩餐会の進行説明、その後押し

迫った時間の中、10月よりスタートした準会員制度

の各支部の取り組みを33支部すべてが報告した。全

体的には、もともと会友制度を設けていない支部に

は浸透しやすく、会友制度を有する支部は対応に苦

慮している印象が強かった。石川支部も後者であり、

各支部の様子を見ながら、新期入会の方たちが日本

山岳会の登山活動や文化活動に慣れ親しみ、理解し

てもらうためにも柔軟に対応していかねばなるまい。

又、会員・準会員の利点になるべく、山小屋や登山

用品店との割引制度も徐々にまとまりつつあるよう

だ。参考までに別紙「新会員証に付加する提携先の

割引サービス等」の配布資料をご覧いただきたい。

とにかく会員増加が支部にとっても課題であり、若

い会員を育てなければならない。 

 

新会員証に付加する提携先の割引サービス等 

１ 提携の依頼先 

(1) 山小屋 

・現状は、尾瀬・北アルプス・八ヶ岳を中心に100件以上の山小屋に 

 依頼中。 

・山小屋の夏期営業期間終了と共に、続々と回答が寄せられており、現在 

 とりまとめ中。 

・ほとんどの山小屋が宿泊料金(２食付き)の５～１０％割引。 

 ジュース１本等サービスの山小屋もあり。 

(2) 登山用品店 

・山小屋が整理でき次第、話を進める予定。 

(3) その他 

・旅行代理店の登山ツアーについても、割引を依頼する予定。 

２ 提携先の公表時期等 

   ・会報「山」の平成29年 1月号に一覧を掲載予定 

    同時に日本山岳会ホームページにも掲載予定。 

３ サービス開始予定 

   平成２９年１月以降の実施となるが、大半の山小屋は平成２９年の営業 

  開始時期に合わせて、サービス開始。 

４ 新会員証の発行 

(1) 平成２８年１０月以降の新入会員に対しては既に発行済み。 

(2) 既存会員に対しては、会報「山」の平成２９年１月号に提携先一覧と共に 

申し込み方法を掲載する。 

５ 他の地域の山小屋等へのサービス拡大 

  本部における体制が整い次第、順次、他地域・他業種への拡大を検討する。 
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午後1時30分より年次晩餐会の受付が始まった。

全国から439名の参加だそうで、懐かしい山仲間と

の再会を喜ぶ姿があちこちで見られた。石川支部か

らは津田顧問、大庭副支部長、大幡会員、新入会員

紹介でひな壇に上がった堀会員、中川の5名が参加。

図書交換会では皆、落札図書に一喜一憂である。午

後2時からの年次晩餐会記念講演会は大森浩一郎会

員の「ゴジュンバ氷河調査の報告」と関西支部が「東

ネパール登山隊2016 ナンガマリⅡ峰6209ｍ初登

の報告」を講演。そして午後4時からは秩父宮記念

山岳賞受賞講演と続き、受賞者の日本山岳修練学会

会長の鈴木正宗氏が「日本の山岳信仰と修験道に関

する宗教学的研究」の演題で講演した。午後6時か

らは恒例の年次晩餐会が5階コンコードボールルー

ムで開会された。今年も皇太子殿下は秩父宮記念山

岳賞記念講演に続き晩餐会にも出席された。楽しい

宴は午後9時頃まで続き、帰り際には佐藤守さん（石

川県で勤務時代の会友）が支部会友復活を申し出て

下さり、有難かった。またの再開を約して解散した。 

参加して頂いた会員には、改めて厚くお礼申し上げ

ます。（文：中川博人） 
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３. 月次集会  

■１０月１８日（水） １９：００～２１：００ 

場所 ：金沢市総合体育館 第三会議室 

参加者 ：会員１２名 会友３名（うち２名は新会友） 以上１５名 

 当日は19時前から集まりだして、9月に登攀した剱岳早月尾根の５０分に及ぶＯ会員のビデオを上映、 

ビデオスタート時には参加メンバーが居なくて、Ｔより説明を加えながら皆で鑑賞。 

間もなく参加メンバーのＩ会員、続いてＹ会員も参加、両会員から説明と状況を聞きながら、 

剱岳頂上まで、ここで支部長参上、ルートの注意箇所・遠望できる山々の説明をしてもらう。 

 皆、岩の殿堂の剱岳西面岩峰尾根の数々を懐かしさも混ざって見入る特に小窓尾根・剱尾根は別格の眺めです。 

 その後、支部長の早月尾根での写真も鑑賞。 

 またＨ会員の直前土日の涸沢の写真鑑賞、今年は夏から紅葉を飛ばして一気に冬枯れになってしまってる。 

 Ｈ会員から長野の「ライチョウサミット」の報告あり。 

 当月の山行予定の確認と１１月山祭りの打ち合わせもしているうちに終了定時になり解散とした。 

 

■１２月２１日（水） １９：００～２１：００ 

場所 ：金沢市総合体育館 第三会議室 

参加者 ：１４名 

直前に来年度の事業計画・予算計画の提出が迫っているので 

 公益事業について参加者より意見を伺う 

 ・登山道整備・・これからどうしていくかなど 

 ・白山親子登山・平成２９年度も実施予定 

 その後八十嶋山行委員長から素案が示される。 

 最終的には今月末までに纏めようと言うことで時間切れ 

 八十嶋山行委員長から 内尾～厩の壺の写真を見ながらルートの説明を聞く 

 古くは白山遥拝所があった厩の壺（石積の遺構が残ってる）からの白山は 

 さすがに遥拝所であったと思わせる。 

 あっと言う間の２時間であった。 

 次回は年が明けた１８日（水曜）に 
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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．冬山(雪山)登山：富士写ヶ岳  

 深田久弥ゆかりの山 富士写ヶ岳 

今年度、石川支部では、山の日制定記念事業として方位盤の設置を行いました。 

天気がよければ白山も望め、積雪が少ない時はスノーハイクを、多い時は少々のラッセルを楽しめます。 

・日時 ：平成29年1月 29日(日)  （担当：八十嶋、1月22日） 

 

２．冬山(雪山)登山：荒島岳  

百名山でもある荒島岳、夏はハイキング程度であり多くの登山者が訪れているが、冬ともなれば一変し 

積雪量も多く厳しい登高を強いられる。 

登山口からはラッセルを強いられ、稜線上に出るとクラストしておりピッケル・アイゼン歩行となる。 

冬山(雪山)入門のトレーニングとして適している。 

・日時 ：平成29年2月 18日(土)～19日(日) （担当：八十嶋、2月11日） 

 

３．５支部合同スキー山行：大日ヶ岳（1,709ｍ）  

高鷲スノーパークトップから頂上まで約2時間、見慣れない岐阜県側からの白山を間近に望めます。 

・日時 ：平成29年2 月 25日（土）～ 26（日） （担当：事務局、10月 29日） 

 

４．残雪登山：取立山～大長山  

天気がよければ白山も望め、積雪が少ない時はスノーハイクを、多い時はラッセルを楽しめます。 

・日時 ：平成29年3月 11日(土) （担当者：八十嶋、3月4日） 

 

５．月次集会  

 ２０１７年度 

１月１８日（水） １９：００～２１：００ 場所 ：金沢市総合体育館 第三会議室 

２月１５日（水） １９：００～２１：００ 場所 ：金沢市総合体育館 第三会議室 

 を予定しています。 

 

５．平成２８年度総会  

・日時 平成２９年４月１５日（土曜） 場所 中宮セミナーハウス（予約完了）を予定しています。 

 会員の皆様においてはご多忙中のこととは存じますが、ぜひご参加ください。 
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Ⅳ.寄稿 

 

１．木曽駒ヶ岳秋山山行、釜井庵 紀行  

■１０月７日（土）～ ８日（日）晴れ 

場所 ：中央アルプス 木曽駒ヶ岳（２９５６ｍ） 、 本洗馬歴史の里 釜井庵 

参加者 ：谷路 尾山 

10月 7日 

福光インターから高山、平湯、安房トンネル、奈川渡から26号線で境峠へ、最初の分水嶺を越える。少し下る

と駒ケ岳が見え、なお下ると左手に味噌川ダム、その上流は木曽川源流地帯になる。藪原で19号線に入り直ぐに

第二の分水嶺鳥居峠、今は直下のトンネルを抜ける。左に奈良井宿を見て山あいの木曽路と別れ洗馬へ、奈良井

川を渡り本洗馬へ、案内表示を見て直交する細道を山側に走れば山際に釜井庵がある。 

  

天明3年春30歳の菅江真澄（その頃は白井秀雄）は三州街道をゆるゆると歩き洗馬に来てここ釜井庵を拠点と

し滞在は1年余りに及んだ。漂泊者真澄はこの地が気に入り地元の文人達と交流を楽しみ精力的に近在を歩いた。

委寧能の中路、わがこころ、すわの海、来目路濃橋が現代口語訳 信濃古典読み物叢書 “菅江真澄信濃の旅”

として出版されている。日記だが200年前の信州の風景、庶民の情景、祭礼などが活写されていて面白い。 

庵は雨戸が閉められ内部は見えず周りを一周する。桜の木が大きくなり草葺の屋根の上にかぶさっている。庵

の軒先に吊るした七夕の人形飾りの真澄の絵に当時の生活風情が伝わってくる。横に建つ本洗馬歴史の資料館建

（平成10年完成）は金土日開館、畑仕事をしている老人に話しかけるとせっかく遠くから来てくれたのだから中

を見なさいと言う。すぐ上の家に住んでいて鍵を持っているとのこと、好意に甘え30分ほど見学させてもらう。

真澄の資料、郷土の偉人、洗馬焼や塩尻の焼き物等が展示してあり時間あればじっくり見るのだが先を急ぐ身、

お礼を述べて出発する。 
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真澄が印象深く歩いた桔梗が原は現代では面影を忍ぶのは難しそう。塩尻から153号線三州街道に入り低い山

並みの切れたところが善知鳥峠、今日三回目の分水嶺。車を停めて周辺を一回り、山の斜面から水がコボコボ湧

き出し2,3坪ほどの溜まりを作り二つの流れに分けている。広々とした伊那路に入る。箕輪あたりから夕陽を浴

びた南アルプスが見え出す。南アはなじみ少なく山名が判らない。仙丈岳あたりだろうか。右岸からは南アの景

観、左岸からは中央アルプスの山塊を楽しめる。駒ケ根高原に着いたら暗くなった。別荘地や高原は初めての場

合夜になると場所がよくわからない。一回り二回り、土産物店で訪ねてなんとかＹＨ宿に着く。山の高みの明か

りはロープウエイ横の千畳敷ホテルのようだ。高速道インター近くの明治亭で名物のソーストンカツを食べる。

並みだがボリューム満点、やっと平らげたがトンカツはしばらく見たくない。宿に戻り早々に就寝。 

   

10月 8日 

5時半宿を出てバスセンター駐車場に入るとチケ

ット売り場とバス乗り場には長い行列。今日は快晴、

こちらは台風の影響はなかったようだ。2台目のバ

スに乗りしらび平へ、接続するロープウエイで千畳

敷駅へ、花崗岩の明るい山肌にガスがまとわり、眼

下の渓は見事な滝が連続している。 

今年の紅葉は期待できないようだ。終点は2612ｍ、

屋外に出て雲海の上に連なる南アルプスの山並み、

その奥の富士山にあちこちから歓声があがる。雲海

の下伊那谷に天竜川が光っている。 

千畳敷カールを時計回りに半周して一休み、おに

ぎりとサンドイッチで朝食。宝剣岳がかぶさるよう 

に聳え立ちふり向けば南アの山並み、空は秋らしい 

澄んだ蒼穹、なんとも気分の良い登山道だ。八丁坂

の最後の急坂を越えれば乗越浄土。宝剣山荘前で 

小休止、息を整えてから中岳に登る。御嶽山がどっ

しりと構えている。 

 

 

澄んだ蒼穹、なんとも気分の良い登山道だ。八丁坂

の最後の急坂を越えれば乗越浄土。宝剣山荘前で 

小休止、息を整えてから中岳に登る。御嶽山がどっ

しりと構えている。 

 

 

 

千畳敷より宝剣岳を望む 
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駒ケ岳頂上山荘前で一休み、元気な高齢者たちが

通り過ぎる。風が冷たく尾山氏は防寒具を着込んで

いる。最後のひと登りで頂上着。御嶽山、乗鞍から

穂高、槍ヶ岳、北アルプス北方、少し離れて焼山、

火打山、妙高の頸城山塊、上州の山々、八ヶ岳山塊、

その間に遠くに見えるは秩父の山々か？そして南ア

ルプス、左手のピラミッドは甲斐駒ケ岳らしい。宝

剣岳から空木岳へと中央アルプスの山並みがうねる

ように連なる。白山は御嶽山の背後か、地図を見る

と駒ケ岳―御嶽山―白山と一直線に並んでいる。雲

海の上に連なる山並みを見ていると中部日本の屋根

の上に登っているような気分になる。ひとしきり

360度の風景を楽しみ風のない木曽谷側の岩陰に座

る。尾山氏はザックからガスバーナーを取り出し湯

を沸かしコーヒーを入れる。 

眼下に木曽駒高原が見える。8年前の秋思い立っ

て飛騨川を下り河合町で木曽川との合流地点を見て

八百津町に入り杉原千畝記念館を訪問、木曽川を遡

り木祖村奥木曾湖から鉢盛山の源流地帯を臨んだこ

とがある。両河川は多くのダムが流れを堰き止め、

死に水に腐臭漂う巨大な水溜まりと化し、勇壮な中

乗りさん達の活躍した川は遠い昔話になった。その

年の春にドイツを旅行してライン川、モーゼル川の

合流地点コブレンツに泊まり合流地点のドイチエス

エックで見事なモニュメントを見て2000年の歴史

と文明を想い、さてこの国では如何？と多少の期待

もあったが草藪と畑ぐらいで何もなくすぐ下流に堰

堤があり相変わらず水が淀んでいた。土建国家は利

権以外は無関心と見える。木曾福島で別荘地やゴル

フ場、キャンプ場がある木曽駒高原をひと廻りし頭

上を見上げると山頂が雪で白く、あああれが木曾駒

かと思った。 

4年前夏御嶽山に登り、木曾谷を隔てて中央アル

プスの山並みが連なっているのが見えた。以来縁あ

れば木曾駒ケ岳に登りたいと思った。ロープウエイ

でカールまで登り、そこからは初心者並みのコース

で比較的登り易い山だが金沢から一人で運転して行

くのは少々気が物憂い。幸い同行者ができたので今

回やっと念願がかなった。 

 

 

満ち足りた気分でゆっくり下山。中岳の登りは敬

遠して巻き道を歩く。右側が切れ落ちた岩場の道を

高齢者夫婦が慎重に足を運ぶ。宝剣山荘前で一休み、

八丁坂を下る前に伊那前岳の心地よい稜線歩きを楽

しむ。雲の下に伊那谷が広がっている。標高1000ｍ

の諏訪湖、天から流れ落ちる川は谷を潤しきままに

蛇行を繰り返し峡谷を縫い平野部に出て駿河湾に入

る。ひとたび大洪水となれば雷鳴轟き両アルプスか

ら一気に流れ落ちる支流をかき集め、荒れ狂いのた

うちまわり激流となって大海に突っ込む。海底に雌

伏して時を待ちある日雲と風を呼び竜巻を起こし 

木曽駒ヶ岳 山頂にて 

御嶽山 
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天に駆け昇る。遠い昔から幾度となく繰り返して

来た暴れ天竜川。 

稜線を後に八丁坂をゆっくり下る。カールの遊歩

道近くで尾山氏が追いつく。宝剣岳頂上は順番待ち

頂上にタッチして降りて来たという。剣ガ池を廻る。

写真愛好家のグループが高級カメラを持って撮影し

ている。池を入れた構図は定番らしい。最後のひと

登りでロープウエイ駅へ、今日は大勢の人が登って

いるので早めの下山をしてくれとアナウンスしてい

る。4回ほど待って乗車、一気にしらび平へ、バス

に乗り継ぎ駒ケ根高原バスセンター到着。一休みし

て土産物店をのぞきリンゴソフトを舐める。 

駒ケ根インターから中央道に入り伊那で降り361

号線を走る。 

分水嶺直下権兵衛トンネルを抜ければ奈良井川、 

 

 

続いて分水嶺姥神トンネルを抜けて木曽川へ、木曾

福島から開田高原、長峰峠を越えて飛騨高根村、41

号線今日最後の分水嶺宮峠を越えれば飛騨一ノ宮水

無神社、静かな境内に入り参拝、2日間の無事と好

天を謝す。高山から高速道で金沢に帰る。 

（文・写真：谷路） 

 

 

 

２．読売新道・赤牛岳  

■８月３１日（水）～ ９月４日（日）晴れ 

場所 ：北アルプス 読売新道・赤牛岳(2864m) 

参加者 ：大庭 

  黒部川源流域の山々は奥深い。その最高峰水晶岳から北方へ長々と黒部ダムまで続く読売新道。 

  そこに寝そべる赤牛岳、歩行約48kmの山行の報告です 

  

8月 31日 

 深夜出立、新穂高温泉駐車場に着く(6:00)。 

夏の終りなのに相当の車があった。 

 登山届を提出し、蒲田川左俣林道を行く。 

やがて笠新道登山口の水場。 

 昔はこんこんと湧いていたが、今は管を通して

細々と勢いがない。 

わさび平小屋まで行って休憩した(7:30)。 

 林道から小池新道へ。秩父沢を渡る(9:00)。 

前日までに通過した台風10号のお陰で適度な 

水量がある。 

 山小屋でも水不足の心配はなさそうだった。 

 鏡平山荘着(11:10)。 

 この先双六小屋まで行くことはできるが、急ぐ必

要もないし、ここは槍、穂高の絶好のロケーション

地で素通りするのはもったいない。早々と泊りを決

めた。小屋前のベンチは陽が当たっていても風が吹

き抜けて肌寒い。 

千畳敷にて 
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 居場所を求めて鏡池へ移動。風が弱く温かいベン

チで休憩に絶好。 

 池の背後は、槍を正面に右手へ名だたる３千ｍ級

の山々が西穂高岳まで明瞭に続いている。 

 雲一つない極上の展望を飽きずに夕方まで眺めて

いた。

 

9月 1日 

 山荘を発つ(5:30)。弓折乗越(6:25)辺りから 

槍ヶ岳のシルエットが美しい。順調に双六山荘着

(7:25)。 

 しばし休憩後、三俣蓮華岳を前方に見ながらぶら

ぶら歩いて三俣峠(9:44)、日差しが暑くなる。 

 鷲羽岳を見ながら下って三俣山荘着(10:25)。 

かつて妻と２人、折立から黒部五郎岳を経て、 

２泊目の宿がここだった。その当時に比べれば、 

大きな山荘できれいだ。 

 

 

鷲羽岳へは１時間もかけずに一気に登ったのを 

思い出すが、今はそんな元気もなく同行の妻も 

いない。 黒部川源流へいったん下って、緩やかな

広い源流の谷筋を登る。稜線は近くに見えたが意外

と遠い。 ワリモ北分岐(13:20)から何度か休憩して

水晶小屋に着いた(14:30)。 

 いつも混んでいるが、布団１枚に２人でラッキー 

と誰かが言っている。 

低い天井の梁に頭をぶっつける音がしばしば聞こえ、 

私も何回かは。快適さは縁遠い小屋だった。 

9月 2日 

 天候は下り坂という予報がささやかれる。赤牛ま

でピストンか黒部ダムへ下るべきか迷いながら、 

荷物を残さず小屋を発ち(4:30)、水晶岳の山頂で 

日の出(5:15)、清々しい気分になった。  

 黒部五郎岳の山頂から下部へと次第に陽が差し広

がる。 

 

雲の平、高天原、薬師、立山、槍、笠など北アル

プス360度の展望だ。 

 行く手の読売新道が北へ延び、赤牛岳があった。 

 水晶の岩場を下り、アップダウンの稜線をうねり

ながら行く。 

 花崗岩の赤い砂礫地を緩やかに上ると、念願の 

赤牛岳山頂(9:17)。 

 

 

槍ヶ岳と鏡池 

鷲羽岳 

黒部五郎岳と雲ノ平 
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北アルプスの真ん中から黒部源流の山々などの大

展望。大きな図体の薬師岳、三つのカールが黒部川

の深い谷を挟んで対峙していた。 

 山行の目的は達した。戻るべきか黒部ダムへ下る

か思案していると、埼玉の夫婦が、一緒に行きませ

んかと誘う。 

すぐに同行を決心し、山頂を発つ(10:00)。８分の

６～１の道程の表示を目安にどんどん下る。 

 森林限界を過ぎてクロベの大木、天然記念物級が

多数あった(12:30)。 

 洗掘された急な登山道を下る。ブナ林に入りしば

らくして奥黒部ヒユッテ着(15:00)。 

 風呂あり、部屋も広い。食事のメニューもよい。   

山旅の疲れを解放してくれる宿舎だった。 

9月 3日  

奥黒部ヒュッテを発つ(6:31)。梯子のアップダウン

の多い道だ。 平の渡し場に着いて(8:50)、 

黒部湖の景色を眺めて渡しを待つこと１時間余、 

対岸の入り江から船が来た(10:20)。 

対岸まで約10分。 

 

 

 

 

下船して100段くらい急勾配の階段を上ると 

平ノ小屋(10:48)。 新しくてきれいだ。 

 一度は泊まりたいと聞くと小屋の主人は、 

これからお客が多くなると言った 

 

 あとは水平道を行くだけ。 

 缶ビールで喉を潤おし気分は良いが、気持ちが 

緩んでペースが落ちた。 

ロッジくろよん(14:37)、黒部第四発電所ダム

(14:57)、トロリーバスで扇沢駅に(15:50）、 

 バスで大町まで行き、宿を探すがどこも満杯。 

 電車を乗り継いで新島々駅が終点(19:30)。 

 暗闇迫り、安堵できるところはない。 

 タクシーで平湯へ行き、仮眠できる温泉宿を探し

当て、肩の荷を下ろした(20:30)。 

9月 4日 

 朝一番のバスで新穂高温泉へ戻り、下山届を提出。 

マイカーで加賀に戻る。晴天に恵まれたが、 

なぜか満足半ばのひとり旅だった。 

（文・写真：大庭） 

 

 

 

 

 

赤牛岳 

黒部湖 平の小屋から 
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Ⅴ.その他案内 
 

■平成２９年(２０１７年)に創立７０周年となります、平成９年(１９９７年)が創立５０周年でした。 

事務局では平成９年以降の「石川支部 定期総会」の資料の確認を行っています。 

○は事務局にて保管していますが、確認中の年度について、 

お手元に資料がある方は事務局までお知らせください。 

年度 創立 
事務局 

保管 
 年度 創立 

事務局 

保管 

平成9年 

1997年 
50周年 確認中 

 平成20年 

2008年 
61周年 確認中 

平成10年 

1998年 
51周年 確認中 

 平成21年 

2009年 
62周年 ○ 

平成11年 

1999年 
52周年 確認中 

 平成22年 

2010年 
63周年 確認中 

平成12年 

2000年 
53周年 ○ 

 平成23年 

2011年 
64周年 確認中 

平成13年 

2001年 
54周年 確認中 

 平成24年 

2012年 
65周年 確認中 

平成14年 

2002年 
55周年 ○ 

 平成25年 

2013年 
66周年 ○ 

平成15年 

2003年 
56周年 ○ 

 平成26年 

2014年 
67周年 ○ 

平成16年 

2004年 
57周年 ○ 

 平成27年 

2015年 
68周年 ○ 

平成17年 

2005年 
58周年 確認中 

 平成28年 

2016年 
69周年 ○ 

平成18年 

2006年 
59周年 確認中 

 平成29年 

2017年 
70周年 ――― 

平成19年 

2007年 
60周年 確認中 
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