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黒部・立山ジオパークについて 

「山の日」が祝日として制定されました 

平成 28 年から国民の祝日として「山の日」が 8 月 11 日と制定されました。 

「海の日」ができたのだから「山の日」があっても不思議じゃないという思いから、制定の機運

が盛り上がったというエピソードもあります。何とこの発想の出発点はもっと古く 1958 年に開催さ

れた夏の立山大集会で「山の日をつくろう宣言」が出されたのが発端のようです。 

その後、2002 年の国際山岳年に「山の日をつくろう」宣言が出されました。2010 年からは山岳

５団体(日本山岳会、日本山岳協会、日本勤労者山岳連盟、日本山岳ガイド協会、HAT-J)が「山の日」

制定協議会を発足させました。しかし、国民の祝日とするためには「祝日法」の改正が必要で国会

の議決が必要です。2013 年には超党派の国会議員による「山の日」制定議員連盟が発足し、制定に

向けて活動が本格化しました。当初は祝日の無い 6 月の第 1 日曜日という案もありましたが、祝日

とするには明確に日を決める必要があることもあったのでしょうが 8月 11日ということで意見集約

されたとの事です。この年「全国「山の日」制定協議会」が 11 月に発足。そして 2014 年の通常国

会において祝日法改正法案を提出、衆議院、参議院で可決成立の運びとなりました。可決された 5

日後の 5 月 28 日の総会では、政、官、自治、経、学術、地域、環境、山岳その他多くの分野の方の

出席により「全国「山の日」協議会」と会の名称を改めました。 

平成 28 年 8 月 11 日に「山に親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝する」をスローガンに、第１回

の「山の日」記念全国大会が長野県松本市の上高地にて開催されました。 

最初に富山県において構想が出て、58 年後の平成 28 年 8 月 11 日に実現した「山の日」に対して、

富山県民として感慨深いものがあります。これからも末永くこのスローガンを心に刻んでいきたい

ものです。                                (河合義則 記) 
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「山の日」制定記念親子登山・大鷲山 817m 

期日：平成 28年 8月 11日(祝) 

場所：朝日町・大鷲山(817m) 

参加者：一般募集参加者:18名(内、親子 3組 8名) 

      支部会員参加者:18名 

       木戸、山田、藤條、近藤、松本、鍛冶、永山、山岸、渋谷、河合 

       菅田、北田、森田、米谷、本郷、(石浦、有澤、野崎) 

 今年度から、「山の日」が国民の祝日として制定されたことから富山支部では親子登山を計画し、

その第 1回目として朝日町の大鷲山（富山の百山）を選び、北日本新聞社後援のもと実施した。 

 朝日町役場前で 6時半より受付開始。7時から山田支部長の開催の挨拶、朝日町の笹原町長の挨拶

に続いて、入善署の木村山岳警備隊員から山の安全についての講話があった。 

 役場前から、参加者はマイクロバス 2 台に分乗し、町長、笹川自治振興会長、役場商工観光課職

員と共に烏帽子林道の展望広場に向かう。展望広場では、藤條会員から眺望の説明、アサギマダラ

の飛来地であることなどの説明があった。 

 恵まれた天候のもと、支部会員

のサポートにより登山開始。順調

に登って行く。途中、展望のきく

広場から、黒部川扇状地、富山湾

などが見渡せ、その素晴らしい眺

めに感嘆。山頂には、2 時間足ら

ずで全員元気に到着する。標高

817mの山頂からは、東に新潟県境

の白鳥山から朝日岳方面の山々、

南に僧ヶ岳から剱岳など、西には

南保富士から城山、遠くは白山連峰、北には富山湾から能登半島と絶景を堪能した。 

 下りは、ゆっくりと 1 時間足らずで出発地点の展望広場に戻った。展望広場では、野崎会員差し

入れの入善のジャンボスイカにも劣らない、平岡産(富山市)のビッグなスイカが振舞われ、参加者

一同が舌鼓を打った。 

 お昼過ぎ、役場庁舎前で解散式が行われ、充実した

半日を終えた。下は小学 2年生の女児から、上は 70代

まで 35名の参加であった。今回、登山デビュー者や経

験者を含め、各々のペースで朝日県立自然公園の一部

を充分に堪能できたのでは。笹原町長は今回のような

企画を町として、来年も行いたいと好評価であった。               

（本郷潤一 記） 
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「山の日」親子登山・大鷲山 下見山行 

期日：平成 28年 7月 8日(金) 

場所：朝日町・大鷲山(817m) 

参加者：山田、藤條、渋谷、鍛冶、山岸、本郷 

 今回、8月に実施される大鷲山親子登山の下見を行った。越

中宮崎駅前 8 時集合のあと、林道朝日・大山線より烏帽子林

道を経て展望広場(標高 500m)に。ここ

で藤條会員と合流。あまり天気がよく

ないものの、徐々に雲が切れて視界が

開ける。1 時間半ほどで大鷲山の三等

三角点に到着。道中、ゴヨウマツ、ナ

ナカマド、シャクナゲなどが目に入る。

下りは、1 時間ほどで出発地点に。よ

く整備された登山道で本番当日には問

題なさそうである。（本郷潤一 記） 

 

 

7月例会山行・大朝日岳 1,870m 

期日:平成 28年 7月 15日(金)～7月 17日(日) 

参加者:山田、本郷、菅田、米谷、渋谷 

 深田久弥は朝日岳について、「東北の山の中でも一番原始性を持っているように思われる。」と書

いている。車で北陸道・日本海東北道を走り、荒川胎内 ICから一般道を通って、今日のお宿の朝日

鉱泉ナチュラリストの家に着く。山々に囲まれた朝日鉱泉からは、渓谷の奥まった場所に朝日岳の

姿が見える。その遠さに、朝日岳の容量の大きさを見せつけられる。 

重厚感のある朝日鉱泉の室内は、落ち着ける空間である。江戸末期に開湯された湯治場。現在の

主人の西澤信雄氏が廃業していた温泉を買い取り、昭和 50年に復活させた。塩化物泉の赤茶色の湯

につかり早速「結団式」である。この一時は山登りを開始する序曲のようなものである。仲間と語

り気分を高揚させていく。 

7月 16日は、5時出発。天気は曇り。

アカショウビンの囀りに見送られて、朝

日川に架かる吊り橋を渡る。ホウノキや

トチノキの林を潜り、中ツル尾根コース

の分岐から急登になる。最近背負ったこ

とのない重量のザックは肩に食い込む。

ブナ林のつづら折りの登山道を登り、尾

根筋を歩くこと約一時間、標高 800m に

到着。朝日鉱泉から 1.5kmの距離で、朝
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食のおにぎりをほおばる。 

ここからは、ブナやミズナラ、ヒメコマツ、クロベなどの原生林の中を黙々と登る。深い霧が巨

木に纏わりつき、どっしりと落ち着き払った風貌に、悠久の日々を生き抜いてきた迫力を見せつけ

られる。黒々としたヒメコマツは重量感にあふれ、仁王立ちする。 

朝日鉱泉から 2.5km、標高 993m の三角点からは、金山沢に向けて瀬音を聞きながら下る。虫の集

中攻撃を受けて難儀する。私は、蚊取り線香を買ってきて今回試してみた。効果はありそうである。

幅約 5mの金山沢を渡って、再び登りである。木々の根が滑りやすく歩きづらい。右側が透けて明る

く見えるので、「鳥原湿原、木道あり」のコース案内に期待感を抱くが、なかなか木道に出ない。登

山道脇に、缶ビールと酒の瓶が捨ててある。菅田さんが「放置するのは忍びない。」と、拾って持っ

ていくことにした。さすがである。登山者の行為を非難するものの、なかなか持って行こうという

気にはならないものだ。 

ブナ林の中の登山道で、激しい急登ではないがかなり苦しい。石の多い場所を登り、ようやく木

道に出た。周囲はミヤマホタルイやミツガシワの生える湿原で、黄色のキンコウカが咲いている。

ハクサンシャクナゲがたくさん花を咲かせて美しい。ハクサンチドリが叢の中に見える。モミジカ

ラマツやカラマツソウなども見つけた。木道を進んで鳥居を潜り、鳥原小屋に到着する。小屋はな

かなか立派な建物で、トイレも水洗トイレ。霊山朝日岳神社が広場の一画に鎮座する。毎年 6 月に

この場所で山開き会が行われるとのことだ。米谷さんが持ってきてくれたブドウを食べる。甘さは

抜群、疲れた身体にしみわたる。とてもおいしい。若いカップルが到着した。朝、6 時 30 分に朝日

鉱泉を出たとのこと。「おじじ」は脱帽。 

鳥原小屋から湿原を通り緩やかな登り道を進む。道はシロバナニガナとハクサンシャクナゲの街

道である。1,430m の鳥原山に着く。鳥原展望台から目指す小朝日岳が雲の間から優美な姿を見せて

くれる。まだ残雪を戴き、朝日鉱泉からようやく身近に迫った。大朝日岳の手前には、小朝日岳が

控えている。ブナの木の下で、行動食を食べて気合を入れ直す。 

小ピークの登りはなかなかきつい。途中、ガレた場所には固定ロープが張られている。癒すべき

は、紅紫色のウラジロヨウラクや黄色のミヤマコウゾリナ、赤桃色のミヤマクルマバナである。昼

食とする。登山者によく会うようになった。古寺鉱泉から日帰り往復の登山者が多いようだ。雨が

落ちてきた。ミヤマナラやミヤマハンノキ、ダケカンバなどの矮性な灌木帯を登り切れば、小朝日

岳である。展望は得られないが、行く手には「ピラミッド形の大朝日岳」(深田久弥)が袖を大きく

広げて屹立するのであろう。 

小朝日岳から熊越までは壁と表現したいくらいの急な下りである。なかなか鞍部までは降りきら

ない。熊が越える意から熊越というとのこと。熊

越まで下り、再びダケカンバなどの低木林の登り

になる。振り返れば小朝日岳が全貌を現す。どっ

しりと大地に根を張り、雄大で堂々たる山容であ

る。登山道脇にヒメサユリが咲いている。淡い桃

色の花は、優雅で気高く愛くるしい。 

高山帯の様相の尾根をゆっくりと登って行く。

黄色い花のハクサンオミナエシ、ミヤマホツツジ、
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シラネアオイ、ミヤマダケブキなどが花を咲かせている。銀玉水に着いた。水場は登山道脇にあり、

豊富な水量である。美味なる味が喉を潤してくれる。水場はミヤマキンポウゲやシナノキンバイで

飾られている。たっぷり水を汲んで、大朝日小屋を目指す。 

木道を登っている途中で、トレールランの若者に会った。拾ってきたゴミを下げてくれないか頼

むと、快く引き受けてくれた。「朝日岳をきれいにしていただいてありがとう。」の弁。疲れが一度

にふっとんだ。花々の様子も様変わり。東北でしか見られないヒナザクラ、イワカガミ、チングル

マ、マルバシモツケなどなど。大朝日岳小屋が目の前である。もう植物観察会である。ハクサンフ

ウロ、ムカゴトラノオ、ヒナウスユキソウ、ミヤマリンドウ、ヨツバシオガマ、ゼンテイカ、周囲

はお花畑で百花繚乱。 

大朝日小屋は、部屋の中で炊事ができる。担ぎ上げたワインに日本酒に焼酎。おいしい。飲むほ

どに酔うほどに、隣の若者グループも巻き込んで山談義である。後はシュラフにくるまり爆睡。 

 7月 17日、朝 5時 15分に身支度を整え

て出発する。約 20 分の登りで大朝日岳に

到着。霧の中の頂上で記念撮影である。頂

上を極めた感慨はあまり湧いてこない。今

日までの山旅そのものが、充実感に満ちた

「原始」との出会いの連続であったったか

らだ。生憎と眺望は、雲の中に沈んでしま

った。いよいよ頂上から朝日鉱泉への長旅

が始まる。深い霧で、中ツル尾根に踏み込

んだが頂上に戻り、鉄のポールと赤マークを頼りに慎重にガレた尾根を下る。山肌は、ヒナウスユ

キソウの大群落である。深田久弥は「大朝日岳の肩の当たりにエーデルワイスの大群落があったこ

とをおぼえていたが、今度もそれはあった。一面に咲き敷いていて、それこそ牛にでも食わせたい

ほどの繁茂ぶりであった。」と書いている。深田らしい表現である。霧が晴れて、大展望が展開する。

下りきった大朝日岳はむろんのこと、東北の山々を一望し、これから辿る平岩山や御影森山へと続

く長大な尾根が見えている。 

ハイマツ、ガンコウランに覆われた登山道、ハクサンイチゲ、チングルマ、ヒナウスユキソウ、

ヒメシャジン、マルバシモツケの咲く緩やかな稜線漫歩をしばし楽しむ。平岩山から磐梯山や飯豊

山などの眺望を見て、急な下りになる。ここからはアップダウンが連続する激しい道になる。ブナ

やミズナラの低木林を潜り、草やササが生い茂るなかを黙々と歩く。小雨が降ってきて、再び東北

の屋根は姿を隠した。しばらくの間の山の神からのご褒美であったに違いない。大朝日岳が雲に覆

われ雨のカーテンが引かれた。間もなく強い雨が降ってきた。雨具を着る。 

 1,484m の大沢峰を通過して水場の標識がある草付きを行く。御影森山まではなかなか遠い。登り

に差しかかる辺りで、オオバギボウシやノリウツギが咲いている狭い登山道で一服である。雨は強

弱を繰り返している。きつい登りを登り切って御影森山の頂上に達した。 

御影森山から朝日鉱泉までは、下り道である。頂上直下に咲くヒメサユリが癒しをくれた。右側

の山肌が露出した場所を何度か通過して、樹林帯の中に入る。この山塊のハンノキはヤハズハンノ

キである。ブナ、タムシバやマンサクなどの落葉広葉樹に混じって、この尾根でもヒメコマツの巨
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木がみられる。とにかく朝日岳はブナの山と表現してもいいくらい、美しいブナの森が広がってい

る。太古からの命の営みが山々に育まれている。朝日岳のブナ林は東北随一である。 

時々急な滑りやすい下りに悪戦苦闘しながらも、比較的緩やかな森の中の道を歩く。ヒメコマツ

の巨木がある上倉山に着き、休憩する。互いにかなり疲労がたまっているようである。ネジを巻き

なおして出発である。 

湿地の水場を過ぎて、しばらくすると、いよいよガイドブックにある「ほんとうにきつい下り坂」

になる。後ろ向きで降りたいくらいである。励まし合いながらようやく激しい下り坂を降り切る。

右手に朝日川が見えてきた。終点までもうひと踏ん張りである。吊り橋を渡って中ツル尾根コース

の分岐に出た。さらに中腹をへつるようにつけられた登山道を進み、杉の植林地に出る。昨日登っ

た分岐点である。弘法水からもう一度朝日川の吊り橋を渡り、朝日鉱泉にたどり着いた。雨の中の

登山でもあり、とても長く感じられた時間であった。 

朝日鉱泉からは朝日岳は姿を見せなかった。だが、原始の森が息づく朝日岳の魅力が身体に刷り

込まれた。ブナ、ヒメコマツの巨木、愛くるしいヒメサユリにしばらく懊悩とする日々が続くであ

ろう。みんなで描いた「朝日登山」、仲間の結束がストリーを完成させた。 

朝日鉱泉のお風呂が沸いていて、汗と雨でぬれた身体を湯に沈めると、達成感が湧きあがってき

た。再挑戦への意欲が燃えつつある。手打ちそばを食べて、朝日鉱泉を後にする。 

誰かに「大朝日岳に登りませんか」と誘われたら、決して断らないであろう。 

（コースタイム） 

・7/16 朝日鉱泉(5:00)----標高 800m(5:54)-----金山沢(7:32)----鳥原小屋(9:20)----- 

鳥原山三角点 (10:15)----鳥原山展望台 (10:23)-----小朝日岳 (13:25)----銀玉水

(14:09)----大朝日小屋(15:15) 

・7/17 大朝日小屋(5:15)----大朝日岳(5:30～5:50)----御影森山(9:30)---平岩山(7:15)--- 

上倉山(11:05)----朝日鉱泉(13:05着) 

※参考文献 深田久弥『週刊 日本百名山』No.39 月山・朝日岳 朝日新聞社 2001年  

(渋谷茂 記) 

 

自然保護全国集会の報告 

  

 去る 7月 16日、17日に高知で行われた全国集会に出席したので報告します。 

 16日の 10時までに会場に着く必要があったため、前日に富山を発った。瀬戸内海は船から見るの

が一番と聞いていたので神戸から高松へは船で渡ったが、このあたりは淡路島と小豆島以外に島は

少なく、小さな島々が散らばる典型的な瀬戸内海の風景は高松以西である。その昔、都を追われて

落ちて行った平家のことなどを思い浮かべながら船旅を楽しんだ。翌日は、高松から都市間バスで

高知入りして牧野植物園に直行し、受付をして会場に入ったら支部報告が始まったところであった。

着席して間もなく名前を呼ばれたので、河合さんから事前に提出してあった資料に基づき、富山支

部の活動を報告した。 

午後は、日本山岳会副会長に続き、来賓(環境省、林野庁、高知県、高知市)などの挨拶があり、
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基調講演では、日本山岳会四国支部会

員である石川愼吾高知大学理学部教授

から、「SOS三嶺の自然」と題して、シ

カの食害で深刻な状況にあるササ草原

の保護についての講演があった。石川

先生の講演で興味深かったのは、シカ

被害で裸地化した場所に実験区を設け

て植生の回復状況を調べたところ、元

のササ草原より多様な植生になったと

いう点である。ササといえば、例えば、サロベツや釧路湿原では湿原の乾燥化にともないササが湿

原植物群落に侵入して問題となっている。山を歩いていると、樹木の風倒で明るくなった林床にサ

サが繁茂して他の植物が復活できない現象や、ササを刈払った歩道沿いにカタクリなどの陽光を好

む植物が咲いているのを良く目にする。このように、私の経験では、ササはどちらかといえば好ま

しくない植物としてみられることが多かったので、ササ草原を守れという三峰の事例については大

いに興味があり、この機会に現地を見たかったのだが、折からの天候不順と日程の制約で果たせな

かったのは残念であった。三峰で起きているような裸地化に伴う土壌の浸食は、災害や河川の汚濁

の原因にもなるので何としても食い止めなければならないが、日本列島各地で問題となっているシ

カ被害による植生の変化については、もう少し柔軟に構えても良いのではないだろうか。 

基調講演に続いて、四つの分科会に分かれて意見を交換した。私は、角度を変えてシカ問題を考

えたいと思い、ジビエを推進する観点からシカ問題に取り組んでいる NPO 法人剣山クラブの平井茂

氏を講師とする分科会に参加した。平井氏は、長年、猟師としてシカと向き合ってこられた方なの

でシカの生態にも大変詳しく、肉を食材として活用する事業を展開しておられる。その日の宿 ｢工

石山青少年の家｣の夕食と懇親会では、シカ肉の料理をみんなで堪能した。 

翌日は、フィールドスタディが行われた。高知市の北にそびえる工石山（1176m）に登る３つのコ

ースに加え、牧野植物園見学コースが用意されていて、私は、工石山に沢から登るコースを申し込

んだ。久しぶりの沢登りを楽しみにしていたのだが、事前に事務局から電話があり、ここ 3 年以内

に沢登りをしたことがあるか、懸垂下降ができるか、ハーネス等の道具を持っているか、と照会が

あった。「30年前はやっていました」とも言えず、やむなく断念し、フィールドワークには参加しな

いことにした。とはいえ、日本で初めての自然休養林だという工石山を歩かないで帰るのも癪なの

で、当日、朝飯前に、宿から一人で山頂を往復した（正確には、雷が鳴りだしたので、頂上直下で

引き返した）。私が歩いた一帯は貧相な密林で、おそらく伐採跡地であろう。 

今回、全国集会の会場となった牧野植物園は、数年前に初めて訪れて気に入ったのだが、特に、

内藤廣氏の設計による記念館は高知県産材をふんだんに使った木造の建物で、大規模でありながら

植物園の木々の中にうまく収まり、素敵な内部空間や展示とともに見ごたえのある施設である。こ

のたび、富岩運河べりに移転新築される「富山県美術館」も内藤氏の設計だということなので、富

山に魅力的な建築物がまた一つできることを大いに楽しみにしている。     (鍛治哲郎 記) 
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9 月例会山行 南アルプス 荒川三山・赤石岳 3,120m周遊 

期日：9月 2日(金)～5日(月) 

参加者：松本、永山、本郷、渋谷、菅田、山田 

 昨年 9月の聖岳に続いて南アルプス南部の名峰への例会山行。新東名高速道路の新静岡 ICで降り

大井川畑薙第一ダム手前の臨時駐車場へ。ここから 15時発の特種東海フォレストの送迎バスに 1時

間乗り登山口である椹島ロッジ(標高 1120ｍ)に着く。山中に建つ山小屋はすべて静岡県営で、管理

は特殊東海フォレスト観光チームが行っている。 

9月 3日(土)曇り 

 東海パルプの創業者大倉喜八郎翁の石碑を見て椹島を出発。二軒小屋への林道から滝見橋たもと

で登山道に入る。吊り橋を渡り、樹林帯の登山道で休んでいると 19名のツアーの一団が追い越して

いく。急坂を登り尾根筋に出て中部電力の鉄塔 2基を通過する（2万 5千分の 1地形図は崩壊した旧

道ルートのまま）。この間、休憩中のツアー一行の間を先行し、ベンチのあるミズナラの大木のコル

で小休止。やがて林道に出るも少し先の階段を上って登山道にもどる。三等三角点を過ぎ広葉樹の

明るい植林地を行く。東海フォレストの解説看板が頻繁にあらわれ展望のきかない樹林帯の歩きを

慰める。再び林道を横断し、だらだらとした道が続く。時々下山者と会う。水場のある清水平での

どをうるおす。ここで先行していた単独者と会う(小屋に着いての会話で小松市の人とわかる)。こ

の上はコメツガの樹林の急登で、蕨段に着いたところで寿司弁当の昼食とする。三角点があり、よ

うやく 2000ｍを超えたことがわかる。 

見晴台は登山道から右手にちょっと登

り林道に出たところ。山々の展望はなく荒

川小屋が見えたがすぐガスに隠された。再

びシラビソの林の中、木漏れ日のゆるやか

な登りだが結構こたえる。松本さん足がつ

りそうで遅れ気味。肺炎で 1週間入院した

病み上がりの永山さんも苦しそうだ。駒鳥

池がなかなか出てこないので千枚小屋が

見えた所で休憩する。駒鳥池は予想より小

さくひっそりした窪地だった。ツアー客が追い着きそうなので先を急ぐ。千枚小屋は近年新築した

というきれいな山小屋で、そばには鹿よけのネット柵が張り巡らしてある。頂上部分だけが雲の上

にのぞいた富士山を望みながら外のテーブルで生ビールを頂く。5 時 10分からの夕食まで皆思い思

いにすごした。  

9月 4日(日)曇り一時小雨 

 夜半トイレに起きた時は霧雨だった。4時起床でシュラフ(コールマン製)と毛布をたたむ。4時半

ちょうどに朝食。天気は回復し富士山が見える。小屋前で写真を撮ってから出発する。 
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朝の冷気を吸って美しいダケカン

バの道を進む。二軒小屋への分岐を

過ぎ、やがて朝日に輝く悪沢岳、赤

石岳が眼前にあらわれる。千枚岳の

先の痩せた岩稜の尾根はストックを

しまって通過する。登山道の両側に

は最盛期は過ぎたが高山植物が多数

あらわれ、渋谷さんへの質問が飛び

かう。丸山頂上手前のハイマツの陰

で風をさけて休む。強風下赤石岳の山

頂付近に笠雲があらわれた。大きな岩

を越えながら荒々しい岩稜帯を登りつ

めると悪沢岳(荒川東岳)山頂。風がま

すます強くガスで視界なし。合羽を着

こんで記念撮影もそこそこに出発、ガ

スの中砂礫の急峻な降下が続き慎重に

くだる。下りきったコルからはゆった

りした尾根となる。太陽がまた顔を出

し、渋谷さん左側に広がる斜面に雷鳥

二羽？を発見。途中合羽をぬぎガスの中を中岳避難小屋に着く。周囲には低い鹿よけのネットが張

ってある。中岳頂上を過ぎ荒川小屋への分岐にザックを置き前岳を往復する。頂上直下は切れ落ち

大崩壊地となっていた。これで荒川三山の縦走は終わった。 

分岐にもどり荒川小屋までは 400ｍ余りの下り。広大なお花畑は鹿よけネットに囲まれ、登山道は

ドアを開閉して通過する。水場を右に見てトラバース道をたどるときれいな荒川小屋に着いた。小

雨が降り出したので合羽上下を着ておにぎり弁当を食べる。テント場の水場で夕食朝食用の水 6 リ

ットルをくみ本郷・渋谷・山田でかついで出発。到着したツアーの一行は小屋のカレーを食べるた

め合羽をぬいでいた。樹林帯をぬけた所で合羽の上をぬぎ長い長いトラバース道を行く。ガンコウ

ランの実が大豊作。小赤石岳の肩へは急なジグザグ道を息をきらして登る。登りきった小赤石岳の

肩から赤石岳まで 3,000ｍの稜線歩きはすべてガスの中。小赤石岳を通過、椹島分岐から最後の苦し

い登りで赤石岳山頂に到着。日本で最高所の一等三角点(長野県)だ。遠くで雷の音をきき、記念撮

影もそこそこに急いですぐ下の赤石岳避難小屋へ入る。 

小屋の主人（C.W.ニコル氏の雰囲気）と話している内に雨が降り出す。主人は玄関のストーブに

火をつける。受付を済ませ半額セールの缶ビールを飲んでいると雨に濡れたツアーの一行が入って

きた。狭い玄関はたちまち乾燥室となる。雨もあがり外の庇の下で、味付きジンギスカンに奥さん

差し入れのハムをいっしょに調理し、主人、アルバイト青年(先日まで荒川小屋にいた)といっしょ

に箸でつつく。天気の回復を見て、主人がブロッケン現象と富士山の出現を予測、そのとおりにあ

らわれた。周囲の山なみも展望でき、6時頃には赤富士に変化。夕食後は奥さんのハーモニカ演奏と

トーク、主人の星空解説と盛りだくさんで首都圏からのツアー一行の皆さんとの交流も。 
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9月 5日(月)曇り一時小雨 

 夜中のトイレではまたしても霧雨だったが、夜明けとともに回復した。4時起床、玄関でお湯をわ

かしてコーヒーを入れる。朝食はパンを 2 個。主人に写真を撮ってもらい小屋をあとにする。赤石

岳頂上直下でご来光。分岐からの急な下

りが始まる。幸い雨の中の下降にならな

かったが、露払いしながら慎重に下る。

北沢源頭の水場を過ぎ砲台型休憩所で

休む。下りは速い、谷底におりてしまっ

た。ここから桟道の多いトラバース道を

下って「冬道入口」でラクダの背からの

尾根に出た。富士見平に着く頃は大分ガ

スが晴れてきた。 

静かな赤石小屋に到着。永山さんのお

ごりでぜんざいとコーヒーが前のテー

ブルに運ばれしばし休息をとる。これ

よりサルオガセの下がる深い樹林の中

の急降が椹島まで続く。標高差は 1,400

ｍ。岩の急坂に、駕籠に乗っての大倉

翁の登山（大正 15年）の困難さを思う。

降っていた小雨もいつしか上がり涼し

い風が吹く。標高を下げるとともに樹

種も変化し、最後はヒノキ林の斜面の

ジグザグ道を下り鉄の階段を踏んで車

道に降り立った。展望のきかない長い長い下降だった。お互い握手で健闘をたたえあった。 

（コースタイム） 

・9/3 6：08椹島―6：20滝見橋登山口―8：22小石下 1,586ｍ―9：38清水平 1,870ｍ―10：30 

蕨段 2,073ｍ―11：05見晴台 2,140ｍ―12：38駒鳥池―13：19千枚小屋 

・9/4 5：10千枚小屋―5：40二軒小屋分岐―6：02千枚岳 2,880ｍ―7：00丸山 3,032ｍ― 

7：37悪沢岳 3,141ｍ―8：55中岳避難小屋―9：07中岳 3,083ｍ―9：26前岳 3,068ｍ― 

9：34分岐―10：28荒川小屋 11：07―11：42大聖寺平―12：50小赤石岳の肩 3,030ｍ― 

13：15小赤石岳 3,081ｍ―13：49赤石岳 3,120ｍ 

・9/5 5：10赤石岳避難小屋―5：29分岐―6：05砲台型休憩所―6：48冬道入口―7：03富士見平 

2,701ｍ―7：40赤石小屋 8：05―9：54樺段―10：54中電基準点 1,405ｍ―11：33東俣林道 

                           (山田信明 記) 
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全国支部合同会議に出席して   

9 月 24～25 日に大阪市で開催された全国支部合同会議に山田支部長と共に出席してきました。今

回は各支部の意見を聞く時間をとりたいとのことで、東日本と西日本に分けての開催となりました。

東日本の会議は 9 月 10～11 日に東京での開催でした。 

主な議題は、会員数の減少とそれに伴う財務状況の悪化、会員制度の変更についての現状報告と

各支部からの状況説明や第 1 回の「山の日」に関しての取り組み状況と意見交換並びに今後の方向

性についての討論でした。 

平成 20 年時の会費納入会員は 5,128 人に対して、平成 27 年度は 4,651 人と減少を続けていると

のことで、会員増と経費の節減そして知名度を上げるイベントの開催や支部助成金については会員

増を目的とした支出に重点配分する等の提案がありました。 

支部助成金は平成 27 年度までは一人当たり 2,500 円でしたが平成 28 年度は 2,300 円、平成 29

年度は 2,000 円と減額せざるを得ないとの事です。そして新たに準会員という制度を作り入会金や

会費を下げて会員数の増加をはかるという内容の説明でした。これについて各支部から会友制度と

の擦り合わせについて多くの意見がありました。平成 28 年 10 月から実施する「準会員規定」を策

定したとの事です。同時に「会員証取扱規定」も策定し、JAC カードとして発行し、各種割引制度

の機能を持たせるように調整中との事でした。会全体の会員名簿作成の要望があったそうですが、

個人情報取扱の責任範囲が困難との理由で見送られたという紹介もありました。入会申込書の様式

も変更となりました。 

12 月 3 日の年次晩餐会のお知らせは 10 月の「山」の送付に同封し、出欠の返信葉書は廃止し出

席される方の会費振込用紙が参加表示とする等の節約の徹底を図るとの事です。私も入会させてい

ただいた時から、完璧な事務の形態に驚いて「さすが日本山岳会だなあ」と思うと同時に、この事

務を担当する皆さんの労力と事務経費は大変という印象を持っていました。出来ることは簡素化す

るという姿勢は必要なことと感じました。                  (河合義則 記) 

 

黒部源流三俣山荘の伊藤正一氏のこと    佐伯郁夫 

                                 

 先日伊藤志づ子さんより、ご主人伊藤正一氏の訃報(享年 93)についてのハガキを受け取りました。

経営していた山小屋は富山県内にありましたが、2006 年までは東京に住み、晩年の住居も安曇野市

穂高であったことから、偉大な足跡を残した人ですが JAC 富山支部で交流のあった人も少ないと考

え、業績の一部をここに記させていただきます。 

 伊藤氏は並みの山小屋経営者とは異なり多才な人だった。1923年（大正 12年）松本市で祖父が創

業した料亭「三よし」で生まれ、旧制松本中学（現深志高校）を卒業し戦中は飛行機のエンジンを

研究していた。敗戦で仕事がなくなり上高地で泊まった西糸屋で三俣小屋が売りに出されたことを

知る。1946 年（昭和 21 年）に絶境と言われた三俣山荘を買い取り山小屋経営にのりだした。23 歳

の時である。黒部五郎小舎（現在は小池潜氏経営）、雲ノ平山荘、水晶小屋、湯俣山荘を次々と建設

し伊藤新道など登山道開発にも力を注ぎ、黒部源流の山を一般の人にも親しめるようにした。他に
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大町スキー場を開発し昭和 29年までは経営を担っていた。 

 音楽を愛した人であり、小屋が忙しくない日にはサービスに夕食後バイオリンを演奏したりした。

「ななかまど」と題する山小屋の便りを毎年 1 回発行していた。それは文章と写真で構成されたセ

ンスあふれる立派なもので、表紙はフォデム・フォト（製法特許・伊藤正一）という手法でナナカ

マドをデフォルメした斬新なものである。 

 写真も造詣が深く『白き峰々ヨーロッパアルプス』（山岳スポーツ研究所刊）、『白夜のフィヨルド 

ノルウェーの人と風土』（東出版）、さらに 2015 年には『源流の記憶』（山と渓谷社）と 3 冊の写真

集を出している。その他の著書として『勤労者登山教室』（新興出版社）、『北アの秘境 雲の平』（実

業の日本社）、『黒部の山賊』（ブルーガイドセンター現在は山と渓谷社より再版されているので入手

可)。 

 私もノルウェーの山が好きであり、場所を変え季節を変え五度も通った。そして三俣山荘に泊ま

った際は、互いにノルウェーの山（注）について語り合った。そのことが深い思い出として残って

いる。 

 日本での黎明期の登山はブルジョアの社会から始まった。次いで大学山岳部へと続いていくのだ

が、戦争が終わってからは広く一般大衆に広めるために勤労者山岳会の結成に力を注いだ。そのた

め日本勤労者山岳連盟の名誉会員の地位にあった。 

林野庁は 1990年代に入って大きな赤字を出していた。国有林内の山小屋の借地金は定額方式であ

ったのを収益割にすると言い出した。彼は理不尽なことを受入れるような人ではなく、多くある山

小屋の中でただ一人国を相手に告訴し、断固として争った意志の強い人である。当時「週刊金曜日」

の本多勝一等が支えた。林野庁長官から収益方式が出されてから 20年、裁判が始まってから 15年、

大きなエネルギーを使って係争した。2004年 12月 7日伊藤の全面敗訴。これで山小屋地代の収益方

式は適法であると決定した。負けたけどその後の話し合いで山小屋を取り壊すというのは避けられ、

従前どおり継続経営できるようになっている。なお、「ななかまど」の中で本人が「あの訴訟をやら

なければ山小屋の地代は今の金額では済まなかった。僕の中では悪くない思い出だね」と語ってい

る。 

すらっとした長身で体力もあり、彼の書を読むと上高地から三俣山荘まで 1 日で往復したことな

どが読み取れる。偉大な人と交誼を結ぶことができたのは幸いであった。  

（注）私のノルウェーの山行については妻が書いた本『登山、スキー大好き』（2006年）に４回分を載せている。また 

「岳人」2001年 2月号にカラーグラフで「世界最長 200㎞のクロカン・スキーコース 妖精の道、トロール・ロイパ 

ー」として 5頁にわたって掲載された。 

 

＊伊藤正一は書けば尽きないエピソードの持主だが、限られた紙幅に納めるため概略のみにとどめ

た。9 月末に配布された「山岳」（2016 年）301 頁にある菊地俊朗氏の記事と併せて読んでいただけ

れば彼の偉大さが一層理解されるものと考えます。 

 

 

 

 



 

 

13 

 

追悼 

山岸和子さんを偲んで                  山田 信明 

 

それは突然やってきた。交通事故で病院へ搬送され手当てを受けている 

との実名記事が 8 月 15 日の地元紙に載った。文面からは痛みを訴えている 

ものの命に別状はないと読み取れ、落ち着いたら見舞いに行けばいいとの 

軽い気持ちだった。それが翌日の午後に容態が急変し緊急手術も受けたと 

の話であったが、8 月 16 日夕方亡くなったとの連絡が携帯電話に入ったの 

だ。あんなに元気だったのに何で急に、とやるせない気持ちであった。数 

日前の「山の日」記念の大鷲山親子登山では、登山口でスイカを切って皆 

にふるまっていたのに。 

 山岸さんは 2000 年 12 月の入会で中堅の富山支部会員として、長年支部委員をつとめ、例会山行や各

種行事にも積極的に参加していた。小さい体にパワーを秘め、いつも大きな声でしゃべり笑い、陽気で

しゃきしゃきした人だった。最初は新聞社のカルチャー教室で中高年の安全登山術を学び、同期の修了

生達と山季会というサークルをつくって登山を続け、木戸支部長・高柳会員の紹介で日本山岳会に入会

した。富山市山岳協会の役員として市民登山教室、富山県山岳連盟の自然保護委員として県民登山教室

の引率で毎年班リーダー役で参加して、持ち前の明るさから皆にたよりにされていた。8 月下旬にも八ヶ

岳の県民登山に同行することになっていた。 

 支部の例会山行には足繁く参加していたが、最近は義母の介護もあり連泊の山行には無理だからと断

っていた。山菜取りには目がなくシーズンの山行ではいつも誰よりも大量の獲物が袋におさまっていた

ものだ。また、きのこ狩り山行と称して五箇山の尾根道を登った時は大型ペットボトルを半分に切った

ものを長い棒の先に固定した自家製の道具を持って、高いところに出たナメコも軽々と採取していた。

自宅には自慢の家庭菜園があり、山行の休憩時にはよくザックの中からミニトマトやナス・キュウリの

漬物をとり出しては皆に食べさせてくれた。またコーヒーゼリーのお菓子を配っていたのを思い出す。

大きな帽子、ザックに下げた蚊取り線香のケースが彼女の山行時のトレードマーク。葬儀の式場のすみ

っこに写真といっしょに愛用の登山用具が置かれていた。もっともっと山に行きたかったろうに返す返

すも残念である。 

 9 月初めの南アルプス例会山行は荒川三山

と赤石岳を周遊した。ガスの中の赤石岳山頂

では雷鳴を聞いてあわてて避難小屋に入った

が、とたんにザーッと雨が降り出した。天気

予報に反して 3 日間ほとんど強い雨にぬれず

に下山した。山岸さん(昨年は聖岳山行に参加

した)の加護のおかげだと語り合ったものだ。 

 山岸さん、長い間ありがとうございました。

そしてお疲れ様でした。どうかこれからも富山支部を見守ってください。 
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山岸さん、安らかにお眠りください           有澤 辰彦 

 

8 月 16 日、突然の訃報が山田支部長から入り、いったい何を言っているのだろうと冷静に捉える

ことができない状態で、力が抜けて何をするにも嫌気が差してどうしようもない日々を過ごしてい

ます。8 月 11 日の「山の日」には貴女の切ってくれたスイカ。美味かったね。みんなで食べたあの

光景が最期になりましたが鮮明に蘇えりますよ。 

 私にとっては、大姉の高柳さん、姉貴の山岸さん。この 2 人には随分お世話になりました。現在

山登りを続けられているのも、と大袈裟に言っても過言ではありません。山岸さんまで失い、私の

翼はどこにあるのだろう。 

 山岸さんとは、登山はもちろんですが、役員会などの会合の帰りはいつも一緒でした。おかげで、

私が参加できない支部登山の状況やら、幅広い登山仲間の状況やら、いつも把握できていました。

また、家族のことや畑のことなど、いつもお互いに語りあいましたね。山菜取りの昼食や登山初日

の昼食には私のリクエストである卵焼きが必ずありましたね。そして漬物。今度はこんな漬け方を

したので味はどう。と、いつも試食させていただきました。8 月 11 日「山の日」の漬物、よっぽど

自信があったのでしょうね、私がこれは美味い絶品だ。いつでも貰いに行くよと言った時、いつも

なら、すぐ連絡するわよと言ってくれるのに今回にかぎり返事がもらえませんでしたね。お盆でも

あり、子供さんや妹さんに用意してあるのでしょうがないか、と納得していましたが、今となって

は残念、残念。でも、最後のあの味は私の一生涯の中で忘れえぬ最高のものです。 

 このように、山岸さんとの登山は楽しいものでした。膝の悪い私には、まだ若いのになに弱気に

なっているのかとか、よくここまで来たわねとか、おしゃべりも楽しい掛け合いでしたね。皆さん

も同じ思いで残念至極のことと察します。大事な人はどうして先に逝ってしまうのだろう。くやし

いですね。 

 山岸和子姉貴、ゆっくり休んで下さいね。合掌。 

 

＊10月 22日（土）に山岸さんの追悼登山が千石城山で開催されました（各組織合同で）。 

                                 

   日本山岳会富山支部創立 70周年記念事業について 

70周年記念事業実行委員長 松本睦男 

 

 日本山岳会富山支部は昭和 23年 3月 23日に全国 7番目の支部として発足してから平成 30年に 70

年を迎えることになります。 

 この節目にあたり、過去を振り返り次の 80年からさらに 100年へと活動を 

継承していくための式典・祝賀会、未来へつなぐ記念誌の発刊などの記念事業を計画しているとこ

ろであります。 

 記念事業の概要（案）は次のとおりです。山と自然を愛する会員全員の参加により成功させるた

めにご協力をお願いします。 
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 記念事業概要（案） 

 事業名   期    日   備   考 

記念式典・祝賀会 平成 30年 3月 25日（日） 感謝状贈呈など 

記念講演    同上  

記念誌の発刊 記念式典に併せて発行 編集委員会で編集 

記念国内登山 平成 29年 6月 九州の山 

記念海外登山 平成 29年 11月 ブータントレッキング 

記念親子登山 平成 29年 8月 11日 山の日事業 

                                 

 

  新入会員の紹介 

米谷真由美さん（紹介者:菅田静子） 

 米谷さんは、若いころクロスカントリースキーの選手で活躍されていました。子育てが一段落し

て、マラソンに興味を持ち始めました。これまで県内のさまざまなマラソン大会に出場されていま

す。山登りは、マラソンをするための身体づくりが目的で始められました。心肺機能を高めとても

効果的だそうです。これまで彼女とあちこちの山に出かけました。近頃、トレーニングの意味だけ

でなく、自然の中に身を置く喜びを感じ、「山に行きたいな。」とよくつぶやいています。私の大親

友です。会員の皆さんよろしくお願いいたします。 

前田充一さん（自己紹介） 

はじめまして 前田と申します。夏はゴルフ・山登り、冬はスキーを楽しんでいます。以前から

日本山岳会に入会を誘われていたのですが、今回スキー同好会（アルパインスキークラブ）の存在

を知り、入会を決意しました。体力の許す限り、楽しく安全なスキーを続けたいと思っています。

古希を迎える老体ですが、今後ともよろしくお願いいたします。 

佐藤隆明さん（自己紹介）                                 

富山に住み始め 6年、山らしい山に登って 1年くらいの 32歳です。登山中に出会う人で魅力的な

人には年配の方が多く、この度、日本山岳会に入会致しました。よろしくお願い致します。 

                                      

会員動向 

○新入会員   

・佐藤隆明さとうたかあき （31）5月入会 会員番号 16009 富山市千石町 

・前田充一まえだじゅういち（69）8月入会 会員番号 16073 富山市八尾町東町 

○退会     

・島 汀子（会員番号 7140）山 6月号  

「拝啓 麦秋の候、富山支部長様はじめ皆様には、ますます御清栄の御事およろこび申し上げます。

私こと、ヒラリー卿御夫妻が吉沢一郎元副会長と共に来県され山行を御一緒した御縁で推薦をいた

だき、44 年間会員の末席を汚してまいりました。日本山岳会の会員であることを、身に余る名誉と
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存じてまいりましたが、事情により残念ですが今年度より退会させていただきたく、お願い申し上

げます。長年にわたりありがとうございました。富山支部の御発展と皆々様の御健勝を心から御念

じ申し上げます。かしこ（2016.5.25）」 

○物故     

・山岸和子 会員番号 13371 平成 28年 8月 16日逝去 69歳 

・西川雄策(昨年 10月 28日 83歳で逝去) 南砺市城端の正子夫人からのハガキ 

「先日はわざわざ会報をお届け戴きまして有難うございました。留守にしておりまして申し訳ござ

いませんでした。山を通じての交遊のおかげで、主人の人生は暖かく楽しいものとなり、豊かな日々

を過せたと信じております。本当に温かなお付き合いを戴き有難うございました。厚く御礼申し上

げます。どうぞいつまでもお元気で山登りをお続け下さいませ。（2016.6.25）」 

 10月 23日(日)に西川氏の追悼登山が袴腰山で開催されました（城端山岳会主催）。 

〇日本黒部学会 

7 月 2 日うなづき友学館で開催された平成 28年度総会の役員改選で会長に川田邦夫、副会長に飯

田肇他 1名を新任。監事の平田信康は交代 

 

後期予定の案内 
 ・11月例会山行    11月12日（土） 道宗道の周辺 

 ・12月例会及び忘年会 12月9日（金）18:00～ ＣＩＣビル3Ｆ 

 ・1月親睦会総会    1月21日（土）   立山国際ホテル 

 ・1月例会山行     1月22日（日）   大品山 

 ・2月例会山行     2月19日（日）   高坪山 

 ・山岳講演会      2月22日（水）   高志会館 

 ・5支部合同スキー山行 2月25日（土）～26日（日）担当：岐阜支部（大日ヶ岳） 

 

 

編 集 後 記 

秋風が吹くころになると、山の紅葉・黄葉の具合が気になって仕方がない。厳しい冬を前にして、自ら

の生命を守るために落葉樹は葉を落とす。一年の総決算ともいうべき彼らの命の輝きは、私たちを癒して

くれる。恒例の「東北ツアー」は、東北随一といわれる朝日岳のブナの森に感動し、「南アルプスツアー」

荒川岳・赤石岳では、ブロッケン現象に歓喜した。また、新たな想い出を綴った。もう来年の計画に余念

がない。第一回目の「山の日」の行事「大鷲山親子登山」、低山で暑いだろうという心配もとりこし苦労。

展望を堪能する。下山後のスイカの味が忘れられない。大切な人との別れはつらい。赤石岳山行では山岸

さんが見守ってくれたことを実感した。(渋谷茂 記) 
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