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【トピックス】

弥陀ヶ原・大日平の湿地がラムサール条約に登録される
日本屈指の標高にある湿地「立山の弥陀ヶ原・大日平」は、国際的に重要な湿地として平成 24
年 7 月 3 日、ラムサール条約に登録された。富山平野から望む弥陀ヶ原高原は、天空に浮かぶ湿
地の趣むきとなっている。
この条約に登録された範囲は、東西約 3km、南北約 1.5km で面積は 574ha。称名渓谷に分断さ
れた大日平、支流一ノ谷上部の獅子ヶ鼻平、そして称名滝、ハンノキ滝（ネハンの滝）、不動滝も
含まれる。
この地域はすべて中部山岳国立公園の特別保護地区で、公園の中でも特にすぐれた自然景観、原始
状態を保っている。この湿地に水鳥は棲息しないが、称名渓谷沿いにイワツバメが群舞し、初夏に
は高原にビンズイ、ルリビタキ、アカハラ、カッコー、ホトトギス、ウグイスなどのさえずりが聞
かれ、9 月には里のツバメが一時集合して南に渡っていく。
立山は豪雪地帯でこの弥陀ヶ原にも冬季 5～6m もの積雪をみる。雪解け水は高原を潤し、やが
てヌマガヤなどが一面に生育する雪田草原となる。そしてそこに点在するのが「ガキの田」と呼ば
れる水溜まり、それは立山信仰に由来する名で、餓鬼道に堕ちた亡者が飢えをしのぐために耕す田
圃とされた。田の中にはミヤマホタルイ、周囲はミズゴケやモウセンゴケが生育して畦のようにな
っている。また湿地にはワタスゲやキンコウカ、ゼンテイカ（ニッコウキスゲ）などが咲く。
この弥陀ヶ原・大日平の湿原は、氷河時代以降に地球の温暖化とともに形成されたものと推定さ
れ、およそ 9000 年の泥炭土壌が堆積するという。近年その歴史的景観がさらなる温暖化や酸性雨
などの影響から、ミズゴケの生育が悪く、「ガキの田」の畦が崩壊して水が流出し湿原の乾燥化が
危惧されている。
弥陀ヶ原の火山台地東側に連なるのが、立山カルデラの外輪山。その緩やかな斜面に亜高山帯を
代表するアオモリトドマツ（オオシラビソ）やダケカンバが生育している。冬季ライチョウはこの
辺りまで移動し、ダケカンバの冬芽を採餌する姿が確認されている。立山黒部アルペンルートは冬
期閉鎖されるが、再開される 4 月から 5 月の残雪期に雪原を歩く時、斜面にライチョウの塒糞が
糞塊となっているのが見られる。比高 7～80m の外輪山に登れば、そこは弥陀ヶ原高原を一望する
展望台。
立山弥陀ヶ原には、自然に負荷をかけない積雪期に来訪されることをお薦めしたい。
（佐藤武彦
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月例山行「徳本峠から上高地、焼岳」
平成 24 年７月 10 日(火)～11 日(水)
メンバー：山田信明、本郷潤一、山岸和子、菅田静子
上高地散策組メンバー：金尾誠一・志津子、廣井律子、山田妙子

7 月 10 日 島々～徳本峠～明神～山研
釜トンネルが開通する前は、上高地へは島々から入っていたと聞いています。今回はそのクラシックロー
ドを歩きました。島々谷沿いに歩いて二俣までは長い長い林道歩きでした。二俣からようやく登山道に入り、
岩魚留まで気持ちの良い沢沿いの道を進みました。所々に崩落個所が見られましたが、歩行には問題はなく
岩魚留小屋に着き、ほっと一息つきました。廃墟のような小屋でしたがベンチもあり、ありがたく休憩させ
ていただきました。満開の矢車草を見ながらの昼食でしたが、長く休むと寒くなったので、ほどほどに切り
上げました。再び歩き始めると、ゆるやかなつづら折
りの道の途中に湧水があり、さっそくいただきました
が、冷たくて美味しかったです。
「力水」に元気をもら
い、汗だくになって徳本峠に着くと、素晴らしい景色
が待っていてくれました。
峠から明神までは一気に下り、程なく山研に到着し
ましたが、長い１日が終わってすっかり疲れてしまい
ました。山研では先に到着しておられた散策コースの
皆さんがすっかり食事の用意をしてくださっていまし
た。感謝しながらいただき、皆さんと楽しい時間を過
ごさせてもらいました。
徳本峠にて
7 月 11 日 山研～焼岳小屋～焼岳北峰～中の湯
朝の 6 時に朝食、玄関前で皆さんと記念写真を撮ってから出発しました。しばらくは林道歩きでしたが本
当にきれいな新緑でした。しばらくすると突然長いはしごが現れ、見ると直登に近かったので怖い思いをし
ました。硫黄の臭いがし出した頃に北峰に到着しました。頂上からは上高地が見渡せ、気分爽快でした。中
の湯までの下山途中、振り返ってみると、ごつごつとした
岩肌から噴煙がたなびいているのが見え、改めて感動しま
した。中の湯の登山口には散策組の方が廻してくださった
車が置いてありました。安心感と心地よい疲れで満たされ、
山行を終えました。今回の山行に参加させていただき感謝
しています。ありがとうございました。
（菅田静子

山研の玄関にて
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コースタイム：
7/10

4：08 木戸自動車～5：30 安房トンネル～6：15 安曇支所 6：45～8：20 二俣～10：30 岩魚

留小屋～11：34 昼食～12：35 力水～13：30 徳本峠 13：45～15：05 白沢出合～明神橋～16：26
山研
7/11

6：40 山研～9：22 焼岳小屋 9：36～10：57 焼岳北峰 11：13～13：27 中の湯登山口～安房

峠～平湯～16：15 木戸自動車

日本山岳会自然保護全国集会に参加して－尾瀬ヶ原－
平成 24 年 6 月 30 日(土)～7 月 2 日(月)

メンバー：山田信明、金尾誠一、河合義則
尾瀬高原ホテルで開催された標題の「2012 自然保護全国集会(尾瀬を考える)」に山田支部長、金尾事務
局長とともに参加してきました。尾上会長を始め 107 名の会員の出席で、皆さん自然への関心が深く、大
変興味深く熱心な意見が全国各地の実情と併せて紹介されました。
30 日の午後は基調講演のあとテーマ別に分かれてのグループ討議とその発表でした。
「尾瀬の管理の在り方」というテーマでは、尾瀬の群馬県側の土地はすべて東京電力用地のためその管理
費用を計上していたが、福島第一原子力発電所の事故以来その体制維持が困難なことから、その対応が問題
になっていること。
「尾瀬の楽しみ方」というテーマでは、日本屈指の高層湿原である尾瀬の固有種や特殊
地形の貴重さ、蛇紋岩質の至仏山の貴重植物と風化しやすい岩質による登山道の荒廃故に登山規制が続いて
いること。「尾瀬の野生動物」というテーマではニホンジカによる食害の問題が大きく、尾瀬に限らず北海
道や京都等各地で深刻な問題となっていることが報告されました。富山県でもニホンジカの確認例が増えて
います。その他、尾瀬の木道の補修等の管理整備の在り方についても様々な意見が続出し、関心の深さが伺
えました。
夕食の後は、各支部からの報告があり、全国の自然保護に関する状況報告がありました。皆さんが地域で
色々な形で関わり、研鑽を深めながら行政や地元意識についての考察もあり、日本の現状を具体的に理解す
ることが出来ました。富山支部からは、10 分程のスライドによる立山の現状とライチョウの生息環境につ
いて紹介しました。
二日目は、コースに分かれての半日のショートトレッキン
グがあり、私たちは富士見小屋、アヤメ平、鳩待峠のコース
に参加しました。アヤメ平は山稜にある典型的な高層湿原で
したが、立山弥陀ヶ原と同じく登山ブームの時にかなり踏み
荒らされてしまい、現在はその復元再生に努めているとのこ
とでした。かなり回復の兆しは見えていますが、なお、時間
がかかりそうです。
全体を通して、全国の皆さんの意識の高さがとても心強い
と感じました。なかなか、このような機会はこれまでなかっ
尾瀬ヶ原湿原の木道を歩く
3

たた尾瀬ヶ原湿原の木道を歩くめに、とても充実した時間を過ごすことができました。
このあと、私たちは、アヤメ平で皆さんに挨拶をしたあと、白尾山経由で長蔵小屋へ向かい、一泊しまし
た。尾瀬沼ビジターセンターを訪ねて情報収集もしました。前日参加されていた長蔵小屋の平野さんからビ
ールの差し入れをいただきました。翌日、尾瀬沼、尾瀬ヶ原経由で鳩待峠を経て帰路に着きました。
山田支部長、金尾事務局長には大変お世話になりました。楽しい山行をありがとうございました。
（河合義則

記）

コースタイム
6/30

7：00 滑川 IC～10：28 沼田 IC～12：08 尾瀬高原ホテル

7/1

7：49 ホテル（バス 10 分）～ゲート 8：04～8：48 田代原～10：18 富士見小屋～アヤメ平（ベンチ

で昼食）～11：42 富士見小屋～12：30 白尾山～14：00 皿伏山～大清水平 15：50～三平下～16：13 長蔵
小屋
7/2

7：00 尾瀬沼ビジターセンター7：28～8：28 沼尻休憩所 8：44～10：10 見晴 10：40～11：17 龍宮

小屋～11：56 牛首～12：35 山の鼻（昼食）13：07～14：05 鳩待峠 14：14（シャトルカー）～尾瀬高原ホ
テル～15：50 吹割の滝見学 16：13～沼田 IC～20：00 滑川 IC

世界自然遺産・小笠原父島を訪ねる
－NPO 法人富山県自然保護協会 50 周年記念研修－
平成 24 年 6 月 13 日(水)～19 日(火)
昨年世界自然遺産に認定されてから小笠原諸島を訪ねる旅行者が大きく増したと言われる。富山県自然保
護協会 50 周年記念の国内研修旅行として、この小笠原父島への旅行が企画されたものの、6 月 13 日からの
7 日間の日程で、人員も 15 人だけという厳しい条件となった。このため申込者の中で抽選が行われ、小生
は幸運にも参加することができた。小笠原には飛行場が無いので航空機の便は無く、1 週に一度だけの船便
のみで、片道 25 時間 30 分を要する。したがって、父島を中心とした３日間と半日だけとなる。この間の
行動を概略し、小笠原の自然保護について感想を記すことにする。
6 月 15 日
6 月 14 日 10:00 に竹芝桟橋を出航した「おがさわら丸」は父島の二見港に、ほぼ定時 11:30 に到着。こ
の待合室で我々のガイド（小笠原ではツアーコンダクター以外に認可された島の案内役が必要）を紹介され、
「小笠原」についての自然と歴史について講義を受ける。私の第一印象は、この島が東南アジアの島のよう
に感じられたが、東京都の施政下に入っている。小笠原の歴史を述べるのは省略するが、昔は「無人島(ぶ
にんしま)」と呼ばれていたことから、現在英語では「Bonin Island」と呼ばれているのは興味深い。丁度
今日小笠原の梅雨が明けたとのことで、強い日射しが眩しかった。荷物を船客待合室にまとめて預け、近く
の食堂で郷土料理の昼食をとる。
二つの班に分かれたガイドの案内で、すぐ近くの三日月山展望台まで車で登る。そこからは木の生い茂っ
た稜線を歩いて三日月山(204ｍ)方面を巡る。ガジュマル、サンスベリ(トラノオ)等があちこちにあり、ムニ
ンヒメツバキやオガサワラピローなどの固有種の説明を受ける。またグリーンアノールというカメレオンの
ように色の変わるトカゲ(10～15cm)もあちこちに見られ、これが固有種のカタツムリ等を害しているとい
う。外来種もあり、悩ましい自然保護の問題を抱えているようだ。ヘビがいないというのは安心できる。徒
歩出発地の展望台へ戻り、車で扇浦海岸にある宿泊先の「ホテルビーチコマ」へ。
夕食後、オガサワラオオコウモリ（はっきりとは確認できなかった）等の夜行性動物やグリーンペペとい
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う光るキノコ、そして海岸近くにいるザリガニなどの観察ツアーに行く。このオカザリガニはホテルの天井
裏にも入り込んで、夜中に音を出して驚いた。街灯に集まるハネアリが羽根を落としたシロアリを食べにオ
オヒキガエルが舗装道路に群れていて、車に轢かれて、ぺしゃんことなっている姿が異様だった。
6 月 16 日
今日は小笠原の自然(ジャングル)を満喫できるツアーである。海岸近くの出発点から沢沿いに登り、ジャ
ングルに続くハイキングコースを歩く。衝立山(298ｍ)を経て父島の南、円縁(まるべり)湾に面した断崖絶壁
になっている千尋岩までのコースを往復し、小笠原にある固有種・希少種・外来種などについて解説付きで
巡る。足の遅い人、暑さで体調を崩す人などあったが、夕方前に無事全員出発点に戻った。昼食は千尋岩の
岸壁の上でとったが、ここは通称ハートロックと呼ばれており、これは後の海上ツアーから見たところ、断
崖の崩れた岩肌が赤くハート状に見えることから付けられている。
途中の急崖には所々に山羊の姿が見られる。これは太平洋戦争の時に島の住民が日本へ疎開させられ、飼
っていた山羊等の外来種を置き去りにしたが、これが野生化したとのこと。山羊は草を食べるときに首を振
って引きちぎるので、これが自然を壊しているのだそうだ。こ
の先 10 年計画で、絶滅させる計画になっているという。ネコに
ついても、現在全てのネコは去勢され、増えないようにしたこ
とが世界自然遺産に認定された一因にもなっているとのこと。
小笠原では外来種の侵入に神経を配っている。この山に入る入
り口では、各人が靴を洗い、アルコール消毒のスプレーをかけ
ている。
千尋岩コースのジャングル道→
6 月 17 日
今日は主として車で移動し、所々で丘やジャングルを見て歩くツアーである。昨日と同じく、それぞれの
見学箇所へは入林許可を持った同行のガイドが必要である。アカガシラカラスバトという貴重な固有種が見
られるという園内も巡ったが、見ることができなかった。
6 月 18 日
午前中、大型グラスボートで、イルカウォッチと無人島の「南島」を楽しむ。南島はもちろん船を着ける
場所はなく、岩に寄せて上陸した。少しだけ歩くコースがあって、波でえぐられた穴で海と繋がっている砂
浜へ行き、足を南海の水に浸けてくつろいだ。
二見港の待合室に戻り、しばしフリータイム。この間に各自昼食をとったり土産物を買ったりして、出航
までを過ごす。島にはここだけ一カ所にコープがあり、１週に一度の船便による品物の入荷を待っている。
父島の道路にはこの付近２カ所にだけ信号があるそうだ。14:00 出航の際には、この島独特で、パフォーマ
ンスいっぱいの見送り風景があった。まだまだ居たくなるような気持ちの良い島であった。
（川田邦夫

三日月山展望台からみた二見港
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南島の砂浜
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平成 24 年度第 2 回中高年安全登山指導者講習会
「沢登り講習会：赤木沢」平成 24 年 8 月 24 日（金）～26 日（日）
去年は悪天候で中止となり残念に思っていましたが、平成 24 年度の中高年指導者講習会「赤木沢」の案内を
頂き参加しました。赤木沢は平成 16 年度中高年指導者講習会と他に一泊二日との三回目です。沢登りは岐阜高
山の沢上谷と二箇所ですが、やはり初級の私にとって赤木沢は沢登りの魅力が一杯です。
8 月 24 日
今年は天候に恵まれました。折立登山口にて受付、開講式、班編成、3 班に別れ 8 時 15 分出発。ザックはい
つもの山行より沢用具プラスで 13kg です。三角点→五光岩→太郎平小屋 13 時 30 分着、今日明日と満員で、分
岐点の小屋前は昼食や休憩する登山者で賑わっています。2 班の CL 永山会員と合流し、薬師沢に沿った登山道
を薬師沢小屋へと向います。途中、湿地帯庭園の『カベッケが原』で休憩。昔、この辺りにカッパがいたので『カ
ベッケが原』と呼ばれる由来も聞き、宿泊の薬師沢小屋 15 時 30 分着。夕食前にミーティング、座学、特に警備
隊の方の沢登りでの事故の救助の難しい話も聞き、明日は身を引き締めて楽しい沢登り講習会を願い、雨音、沢
音に心地好く眠りに着きました。
8 月 25 日
昨夜の雨もたいした事なく、今日は沢登り日和です。全員沢登り
スタイルを確認し班ごとに 6 時 30 分出発。赤木沢出合までは川原
歩きと徒渉の繰り返し。水は思った程冷たくはなく、足元の石を見
極めながら進みます。8 時 30 分いよいよ赤木沢出合いです。自然
が造った堰堤のような先は、深い大きなトロの景色で素晴しいの一
言です。上流に向い左俣黒部川本流へ、右俣赤木沢。以前は高巻き
しましたが、今回は左岸をへつり細引ザイルに掴まり足の届かぬ所
赤木沢の滑滝群
に飛び込み、何とか流れに体を反転させて対岸の岩に攀じ登ることができました。
ザックは浮きになりますが沢の状態により体のバランスの取り方は難しいのではと思いました。
この先、河原状を進むと滑滝群、二段、三段の小滝群と次から次と美しい滝や滑床など何度見ても飽きないで
す。9 時 55 分赤木沢最大 30 メートルの見事な大滝に到着。大滝をバックに全身写真を撮るのは大きすぎて難し
いです。大滝は高巻きして、滑滝群を進むと感動の赤木沢も沢登りの終了点で 11 時です。着替えて昼食を食べ、
濡れた沢用具をザックに入れて縦走路まで草原歩きです。これが一
番キツイ歩きでした。北ノ俣岳山頂 13 時 10 分、太郎平小屋 14 時
45 分と予定より早くに着きました。小屋では雄大な薬師岳を眺め
ながら山談笑で一杯です。無事赤木沢の沢登りを終えて、役員、警
備隊の皆さんに感謝です。8 月 26 日最終日 26 日は朝食後、講義・
研究協議後、山小屋主人五十嶋さんの講演です。昭和 38 年 1 月の
愛知大学生遭難から今日までの山小屋経営、環境の問題点等の話を
聞き、安全に登山できる事に感謝です。9 時 15 分太郎平小屋出発、
11 時 40 分折立着、閉講式にて受講証を頂き解散しました。お疲れ
様でした。
参加者 16 名＋講師 8 名・医師・サポート

（山岸和子 記）
計 26 名
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赤木沢の大滝を巻く

８月例会（講演会と暑気払い）
○日時

8 月 8 日（水）17 時～18 時 30 分

○場所

とやま市民交流館

講演：五十嶋一晃氏

学習室 4

○出席者 五十嶋一晃（埼玉支部、講師）
、木戸繁良、中島博明、石浦邦夫、
飯田 肇、山田信明、有沢辰彦、松本睦男、森

修作、川田邦夫、辻 斉、金尾誠一、河村靖晴、

佐藤武彦、山岸和子、本郷潤一、道正政信、菅田静子（以上富山支部）奥野達夫（福光美術館）
、
亀村兼介（富山山想会）
、是松慧美（立山砂防カルデラ博物館）、寺崎睦子（大山歴史民俗資料館）、
山田妙子、金尾志津子（会員家族）
８月８日、「とやま市民交流館」において恒例の８月例会が開催された。まず、埼玉支部の五十嶋一晃さ
んに「棟方志功と立山」と題して講演していただいた。その後「リコ・モンテ」に場所を移し暑気払いを兼
ねて懇親の場を持った。五十嶋さんはご存じのとおり富山県出身で法政大学体育会山岳部 OB、薬師岳方面
の山小屋を経営される五十嶋博文さんのお兄さんにあたる。日本山岳会百年史編纂委員会委員を務められた
他、機関紙「山岳」に多くの著述を残されている。また著書として「岳は日に五たび色がかわる」
、
「山案内
人

宇治長次郎」
、
「越中 薬師岳登山史」がある。お忙しい中、講演していただいた五十嶋さんにお礼申し

上げます。
講演は「山岳」2012 年 Vol.107 に掲載される著述の一部であり、発刊に先立つ形となった。豊富な知識
と経験に加え綿密な調査によって裏付けられた興味深い内容であり、瞬く間に時が過ぎてしまったように感
じられた。また、棟方志功の名とともに富山支部創成時の会員方の名前も聞かせて頂いた。
今回の例会では支部会員のほか五十嶋さんがこれまでの取材でお付き合いされた方々も出席され 24 名の
参加者があった。会員にとっては興味のある話を聞ける楽しみの他、日頃は付き合いのない方々との交流の
機会となり一味違った広がりのある会となった。
講演の項目と概要については以下に記すが、詳しい内容は「山岳」Vol.107 が近々発行されるので楽しみ
にしてお待ちいただきたい。(9 月 30 日発行)
1. 立山地獄説話が立山と棟方の郷里・青森を結ぶ
謡曲「善知鳥」（＊）の物語の舞台が立山と青森の外ヶ浜。そこから立山と故郷青森の縁（えにし）を
感得し、立山への畏敬と地獄谷への憧憬の念を抱いた。
（＊）善知鳥 うとう
立山禅定の僧が漁師の亡霊から形見の蓑笠・麻衣を預かる。僧が陸奥外ヶ浜に至り、漁師の妻子を訪
れ、形見の品を渡す。妻子がこれを供養すると亡者が現れ、生前の鳥を捕える業と地獄の責苦を見せる。
（日本古典文学大辞典第一巻

岩波書店）

2. 棟方の登山は宗教登山
棟方は立山へは 3 回（昭和 17、24、25 年）登山した。そのことについて書かれたものはないが同行し
た方々によるエピソードが伝えられている。それによれば棟方は自分が仏様になったような気持ちで山
登りをしていたようで、一木一草に祈り、「善知鳥」の供養のためにする登山のようであったと言われ
る。
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3. 棟方の山の作品と 2 枚の油絵は心象絵画
「立山連峰を望む海岸風景」はゴッホのひまわりを意識したように強烈なプルシアンブルーで剱岳が描
かれている。
「毛勝山（毛勝山の図）
」は、実際は剱岳を描いたようである。棟方は上市の日石寺から「法
眼」号をもらうほど上市にかなり通っており、剱岳の印象が強かったためであろう。
「魚津浜から毛勝山を望む」は僧ケ岳を描いたもののようである。

（参考）棟方志功については日本山岳会百年誌に次の文章がある。
「戦中・戦後の空白時の会員 38 名の発掘」
（松田雄一）より抜粋（p146）

戦中・戦後の空白時に入会していた会員が 38 名あり、その全氏名を確認することができた。これらのデ
ータは、塚本繁松主事が、東京空襲により虎の門の事務所が焼失した前後より、リュックに入れて持ち運ん
で死守していたと思われる貴重な会員資料から発掘することができた。
棟方志功(会員番号 2317)
1970 年に文化勲章を受章した棟方志功が本会会員であったことを知っている会員は、富山支部の古い会
員以外には少ないと思われる。
（略）津軽の自然の中で育ち、登山が好きだった棟方は 1944 年に本会に入会
する。紹介者は定かでない。

（略）

1948 年 3 月に本会富山支部が設立されたが、棟方は早速、富山支

部会報に、版画で「会報」の題字を寄せた。
『山と渓谷』113 号(1948 年 7 月号)にも「立山記」
（絵と文）を
寄稿している。 （略）
****************************************************************
また、五十嶋さんは時間があれば話したいこととして、富山県出身の塚本繁松さんのことに触れられた。
残念ながら当日は詳しく述べられる時間が無かった。後日百年誌、「山岳」により確認できたので、ここで
紹介させていただく。
上記棟方志功の会員資料発掘にもその名が出てきていますが、富山県出身の塚本さんが終戦前後の日本山
岳会において大変ご苦労されながら、会の存続発展に貴重な働きをされたということは、支部会員の皆さん
にも知っておいていただきたいと思います。
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日本山岳会百年誌「本編」「戦中・戦後の『会報』
」（南川金一）より抜粋（p266-270）
本会の歴史を調べる場合、
『山岳』と並んで最も基本的な資料である会報（現在の『山』）
、
（略）戦後の第
一号である 133 号が発行されたのは、ようやく昭和 21 年 4 月 20 日だったが、同紙を改めて手にするとき、
焦土と化したなかから、これだけのものを作り上げた当時の関係者の異常な熱意に驚かざるを得ない。その
奥付によって編輯兼発行者が塚本繁松（当時主事）であり、また本会の住所が藤沢市鵠沼 6340 となってい
るのを知ることができる。
・・・ここで特記しておきたいのは、戦後会再建のために尽瘁した塚本が、22 年 6 月 25 日急逝したことだ
った。会報 140 号の短い文章は、おそらく松方の筆になると思うが次に掲げておきたい。
「熱があるといい乍ら 6 月 20 日近くまで会の事務を執っていた塚本主事は、病院に担ぎこまれた時既に意
識なく、入院数日にして 25 日長逝した。病名はチブスだったが、まことに哀悼にたえない。戦争中日本山
岳会の孤塁を守ったのは塚本さんだったが、終戦後の混乱時代に会報の復刊を敢行したのも塚本さんだった。
戦後の会の再出発に、あの会報の復活がどんな役割を演じたかは、会員は誰もよく知っているが、今日の日
本山岳会は全く塚本さんの奮闘に感謝すべき多くのものを持っている。（略）事務所が調わないので、事務
書類一切をザックに入れて、東京の町を歩いていた故人の姿は、いつまでも多くの会員の眼から消えまいと
思うが、亡くなるまでバッヂのことを、うわごとに言っていたという塚本さんの霊も、長く会に止まること
だろう。」
塚本さんの略歴「山岳第 44 年第 2 号
明治 32 年

追悼塚本繁松」より抜粋

富山縣下新川郡大屋庄村に生る。

昭和 6 年 10 月 日本山岳會入會（會員番號 1331 號）。
昭和 14 年 1 月 日本山岳會理事、ついで主事を兼ねる。
昭和 22 年 6 月 25 日 腸チブスのため病歿す。
塚本さんの登山は、私立成城中学在学中の白馬岳から始まり、白馬から北方朝日岳、立山方面、特に黒部に
興味があったようである。朝日岳、北又谷方面の著述として以下があります。
「黒薙川柳又谷」
（山岳 26 年 3 號）

「黒部の古道を訪ふ」（山岳 36 年 2 號）

「白馬三山とその以北補遺」
（山岳 36 年 1 號）

「朝日岳登山道の荒廢」
（山岳會報 98 號）
（金尾誠一

記）

日米親善登山交流
カスケード山脈

フッド山（3426ｍ：オレゴン州）山麓トレッキング
2012 年 7 月 6 日～10 日

アメリカ オレゴン州にあるフッド山麓トレイルコースをマザマス山岳会（ポートランド市を拠点）メン
バーとトレッキングを通し交流を深めながら、色々な方角からフッド山の雄大な眺めを満喫してきました。
自身のフッド山登頂は 2004 年 6 月 4 日なので久しぶりの周辺からのご対面で天候にも恵まれ感激もひとし
おでした。
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今年は富山県山岳連盟とマザマス山岳会が親善登山交流を始めて 20 年目に当たり益々友好も深まってき
たと思われます。
1993 年に交流がスタートしてカスケード山脈 セントヘレン山（ワシントン州）への合同登山が成功裏
に終わり、翌年はマザマス創設 100 周年記念行事でカスケード山脈

フッド山登山に招待されたり、マザマ

スメンバーも来日され立山の雄山へ県岳連メンバーが案内したりと交流の楚を築きあげて以来毎年アメリ
カと日本で親善登山が続いています。
自身は 1995 年のカスケード山脈最高峰のレーニア山（4392ｍ：ワシントン州）登山から仲間入りさせて
もらい、以来毎年双方の親善登山に参加させてもらい今日に至っています。
今年は

2012 年 7 月 6 日～10 日 フッド山麓トレイル 5 コースをトレッキングしました。

メンバー：長崎氏、上島氏、河村、ダグ氏、ジェリー氏、ジョーン氏
7 月 6 日（月） マザマストレイルコース（マザマスがコース整備し森林管理所に移管した場所）
フッド山北北西側稜線
最高到達地点

１７１５ｍ（森林限界辺り）

登山口標高

１０１５ｍ

標高差

７００ｍ

コース距離

１０ｋｍ

コースタイム往路

３Ｈ
復路

２Ｈ１５′

中間点辺り昨年山火事の痕跡あるも、カタクリの
花が咲いていました。

7 月 7 日（火） マウントニールトレイルコース（登山口にティンバーラインロッヂ有）

フッド山南側稜線
最高到達地点
登山口標高

２０３０ｍ
１７２５ｍ（森林限界辺り）

標高差

３０５ｍ

コース距離

４ｋｍ

コースタイム往路１Ｈ２０

復路

４０′

フッド山登山の一般ルート下部でサマースキー場
リフト２ライン（２ｋｍ程）が有る。
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7 月 8 日（水） エルクメドートレイルコース
フッド山東南側稜線眺望
最高到達地点
登山口標高

１６８０ｍ
１３１５ｍ

標高差

３６５ｍ

コース距離

１０ｋｍ

コースタイム往路

２Ｈ０５′

復路

１Ｈ３０′

フッド山を外輪山の峠台地から眺め、台地は高山植物が咲
きみだれていました。
登山の一般ルート下部でサマースキー場リフト２機有。

7 月 9 日（木） ミラーレークトレイルコース
フッド山南西側稜線眺望
最高到達地点

１５１０ｍ

登山口標高

１０２５ｍ

標高差

４８５ｍ

コース距離

１０ｋｍ

コースタイム往路

２Ｈ１０′復路

１Ｈ２５′

途中ミラーレークに映えるフッド山と外輪山頂上から眺
める絶景コースでした。
登山の一般ルート下部でサマースキー場リフト２機有。

7 月 10 日（金） シルバーフォールトレイルコース
シルバー川（コロンビア川支流）の滝、１０ケ所を周遊
できるトレイルコース
標高

４００ｍの川沿いをアップダウン

コース距離 12ｋｍ

コースタイム

4Ｈ

さわやかな風をあびなから川沿いのコースをトレッキ
ングしながら８ケ所の滝をめぐることができました。谷
筋が３ケ所ほどありコースは周遊となっており行きか
うトレッカーも多く鳥のさえずりが印象的でした。残念
なことに花はほとんど観察できませんでした。

久しぶりにのんびりとフッド山麓の大自然と向き合え、パワーが蓄えられたかな追記
年

親善登山

～2009

カスケード山脈聖なる山 16 座登頂達成（長崎氏、河村）日本人初

～2012 年 日本百名山 95 座登頂、残 5 座は 10 月中迄に登頂予定（ダグ氏）
（河村靖晴
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記）

東北山行「早池峰山、姫神山」
平成 24 年 9 月 21 日(金)～23 日(日)

メンバー CL 山田信明、SL 本郷潤一、木戸繁良、近藤 普、松本睦男、
有沢辰彦、渋谷 茂、金尾誠一、山岸和子、菅田静子
岩手支部：菅原敏夫支部長、阿部裕二副支部長、阿部陽子会員、高橋愼一会員
退職後、久しぶりの遠出山行がやって来た。岩手の山は初めてだが、山田支部長から色々話を聞いていた
ので楽しみである。
9 月 21 日（金）
7 時 30 分、北陸道名立谷浜 SA で、参加者 10 名が顔を合わす。休憩を取りながら一路、東北道花巻南 IC
を目指す。IC を降り「宮沢賢治記念館」に立ち寄る。今日は賢治の命日で、いろいろな催しがあったよう
で大勢の人で賑わっていた。賢治の思想、芸術など大きな世界観にひととき触れる。初日の宿、岳の「大和
坊」に 18 時着。先に着いておられた岩手支部の菅原支部長、阿部副支部長の出迎えを受け、夕食の懇談に
入る。岩手と富山の酒の交換から、菅原支部長お手製の酒肴で盛り上がる。
9 月 22 日（土）
6 時、宿を発ち河原の坊登山口に向かう。そこには昨夜
紹介のあった阿部陽子女史と高橋慎一さんが待っておられ、
総勢 14 名で出発する。ゆるやかな沢沿いの道を過ぎると視
界が広がり、頂上稜線と特徴的な岩が気持ちよく迎えてく
れた。皆は日頃から山行しているので、会話する余裕もあ
りグングンと高度を稼ぐ。私はバテバテでしんがりからや
っとやっと足を出す。しかし足元の蛇紋岩の深い緑色を見
ていると、このままいたい心境であるが、頑張るしかない。
早池峰山頂はもうすぐ

やっとの思いで 10 時頂上に到着。そこからは遠野、宮古湾方面、岩手山、鳥海山などが遠望できた。北
アルプスとは違う北上山地、奥羽山脈ののびやかな清々しさを感じる。皆からは各自お気に入りの食べ物が
出現し、頂きっぱなしだったが甘露、甘露。菅原支部長家のミョウガに南蛮ミソをつけてもらった味は絶品
であった。両支部全員の記念写真の撮影を居合わせた登山者にお願いしたのだったが、
「旗を出そう」、
「誰々
がいない」など、宮沢賢治の童話“注文の多い料理店”ではないが、注文の多いモデル達で困ったものだ。
下山は小田越コースをひたすら下る。このルートは花も多く、固有種のハヤチネウスユキソウ、ナンブト
ウウチソウなど数多く見られた。初夏の頃であれば素晴らしいお花畑を堪能できるだろう。登り、下りルー
トともによく手入れが行き届いており、地元の方の思い入れが十分に伝わってきた。
岳に戻り早池峰神社に参拝し、伝習館ではビデオや資料を拝見した。その後、岩手支部の方々とは再開を
期し、感謝して別れる。
夕食は盛岡市内の山田支部長推薦の焼肉と冷麺の店へ行く。宿の繫温泉には 19 時着。風呂に入り今日の
疲れをとる。岩手のワインと日本酒少々で心地よく眠りにつく。
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早池峰山頂で記念写真

9 月 23 日（日）
朝食後、厨川駅で今日も案内していただける阿部女史と合流。石川啄木の生まれたお寺に寄り、下山地点
の城内口に車をデポしてから一本杉登山口に向かう。8 時 30 分登山開始。早池峰ではビリで登った私が先
頭に立つが、足が思うように上がらず、五合目で一服後はまたビリから登る。木の根には申し訳ないが、滑
らないように踏ませてもらう。登山客も多いと思われるが、整備も大変だと思う。
10 時 30 分頂上着。少し雲のかかった岩手山と秋田県境の山々や八幡平など阿部女史の説明に聞き入る。
特に岩手山の姫神山から早池峰山への横恋慕の話などを楽しみながら目の前の展望を満喫する。下りの城内
コースはいくつかある中の最長コースであったが、樹林の中のいくつもの珍しい石が目を楽しませてくれた。
下山後、ユートランド姫神で入浴と昼食。阿部さんの著書「岩手の山 150」にサインをしてもらう。また
これもご自分で描かれた岩手山の絵葉書を頂く。感
謝、感謝。再会の機会を期して別れ、帰路に着いた。
今回の山行はただひたすら登り下るという今ま
であまり感じたことのない山行だったが、雄大な景
色をおのずから吸収できる心地よさがあった。次回
の山行は姫神山から早池峰山に心を奪われた岩手
山に登り、その心境に浸りたいものです。
（有沢辰彦 記）

姫神山頂にて
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平成 24 年度支部事務局担当者会議報告
1. 日時

平成 24 年 7 月 28 日（土）11～16 時

2. 場所

日本山岳会 104 会議室

3. 内容
4/1 からの公益法人化に伴い、公益会計基準が適用されている。本部、支部の一体会計が原則となるた
め、特に予算・決算および寄付金の扱いについて理解を完全にするための説明と質疑が大半であった。
① 会務報告・PT 報告
7/21 福島支部、パキスタン合同隊が 6,105m の無名峰に登頂（希望の峰）。
[山の日]第 1 ステップとして 6 月第 1 日曜日を候補として各所で自主的に行動、第 2 ステップに国民
の祝日制定を目指す。10/3 山の日ネットワーク東京会議開催。
[JAC-Y]支部としての企画、活動を期待。
② 平成 24 年度支部への運営交付金・事業補助金について
一人当たり交付金は、運営交付金 1,000 円、事業補助金 1,500 円相当とし、8 月以降本部より送金。
本部会計に組み込み使途を報告する。未使用金は本部に返還。
③ JAC への寄付にかかわる税金について
団体、個人から受領した寄付金は、本部として受領したものとする。使途は支部で裁量できるが、
本部会計に組み込み収支を報告しなければならない。
④ 平成 23 年度運営交付金・事業補助金精算の問題点ついて
領収書（コピー、一部のみ、期中外、宛名）、講師謝礼受領印、請求書、振込手数料などの不備
⑤ 講師料などの源泉徴収の扱い
10％の所得税の源泉徴収を行い、税務署または金融機関に納付。本部に年間分を報告する。
⑥ 平成 24 年度、25 年度支部懇談会開催について
H24.10.20-21 千葉支部 H25 年度は埼玉支部で調整中。
⑦ 事務連絡について
会旗の配布(1 枚)、支部所属変更の様式登録(HP)など
（金尾誠一

記）

（編集後記）
編集委員が替わりまして 2 号目の発

公益社団法人日本山岳会 富山支部会報 第 91 号

刊になりました。行事も多く、原稿の

発行者：山田信明

集まりも順調でした。委員・役員の方

編集者：川田邦夫

々の献身的なご協力のおかげで 91 号

事務局 〒931-8451 富山市銀嶺町 10-16 金尾誠一方

の発刊に至りました。今後も会員諸兄

電話 076-438-2716 ，090-2036-5853

のご協力をお願いします。

E メール s-kanao@pf.ctt.ne.jp

（川田）
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