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黒部・立山ジオパークについて 

「山の日」記念親子登山 －尖山（559m）－ 

期日：平成 30 年 8 月 11 日（土）        

参加者：一般参加者７名、会員参加者 8 名(本郷、山田、鍛冶、菅田、河合、近藤、松本、正橋） 

「山の日」記念親子登山は今回、第 3回目にして応募者が振わない。山の選定なのか、気候なの

か？確かに異常気象で猛暑日が続き、屋外の活動は敬遠勝ちとなった。11日当日は朝からの雨、現

地集合するものの微妙な天気。判断に苦慮した結果、目的地は当初予定の「来拝山」から近くの低

山「尖山」に変更となった。                     （本郷潤一 記） 

8:00am に駐車場を出発。歩き始めて 5 分の民家先に湧き水が出ていたので、本郷会員が家人に

声をかけスイカを置かせて頂いた。8:25am 登山口を通過した。ここから頂上まで標高で約 300m

を登るが、雨足は弱まらない。良いペースで歩を進める。しばらく小川沿いを進むが、そのせいで

いっそう蒸し暑い。合羽を着こんでいるので、すでに雨と汗でびしょ濡れだ。8:50am 樹林に入っ

てあまり雨にあたらなくなって衣類調整した後、

もくもくと頂上を目指す。登山道は草刈りがされ

ていて、頂上近くにも階段がつけられてよく整備

されていたので滑る箇所もなく歩きやすかった。

9:10am 山頂到着。ようやく雨が止んで合羽を脱

いで写真撮影ができた。まわりは真っ白で、眺望

は楽しめない。一息ついて、9:35am 下山開始。

天気が持ち直して、3 組の家族連れが登ってきた。 
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10:25amスイカを預けた民家に帰着。カーポートでスイカ

を割り参加者全員でいただく。後片付けをし、お留守だ

ったのでスイカを一切れとお礼のメモを軒先に残した。

11:00am 駐車場で解散した。     (正橋立子 記) 

                                        

 

 

 

平成 30年度自然保護全国集会 参加報告 

期日：平成 30 年 7 月 8 日（日）～9 日（月） 

場所：石川県辰口温泉「まつさき」、白山高山植物園 

参加者：金尾、河合 

第１日目 

前日まで西日本を中心に各地に集中豪雨があり、被害の拡大が懸念されていた。開催中止の案内

はなかったので、複雑な気持ちながら会場の旅館「まつさき」に入った。やはり広島支部など出席

されていない支部もあった。 

開会挨拶、本部活動方針説明の後、支部活動報告が行われた。宮城支部の「放射線調査」は原発

事故発生以来継続して行われており、被災地ならではといえる貴重な調査の報告であった。 

次に、元石川県白山自然保護センター長の栂典雅氏が「白山の自然と歴史・文化」と題する基調

講演をされた。氏は永年石川県職員として自然保護行政に携わってこられたが、それを裏付けるよ

うに白山に関する多面的な内容をよく整理して話された。親しみやすい話しぶりで好感が持てた。

なかでも白山は登りやすくハクサンという名のつく花の多さも人気で沢山の人が訪れているが、れ

っきとした活火山であること、立山と同じく「いつ噴火してもおかしくない」という話に改めて白

山に登る際の心得を再認識させられた。 

また、白山は広範囲にわたるブナの林が魅力的であるが、奥山の多雪、急傾斜地ということと白

山比咩神社の所有地であったことが残存を可能にしたということも教えられた。坪田和人氏著

『続・ブナ林の山旅』による全国のブナ林評価（＊注）では、満点 8 箇所のうち 4 箇所は北部白山

（白山・中宮道、大笠山・千丈平、山毛欅尾山から笈ヶ岳、雄谷上流部・清水谷）にあり、まさに

白山のブナ林は日本有数の規模ということである。 

（＊注）坪田氏によるブナ林の評価で、規模、美しさ・品格、原始性、静けさ、個性の各項目を 5 点

満点で評価したもの。 

白山は高山帯のある日本の山の西端であり、ライチョウ、オコジョなど多くの生物の分布限界域

でもある。「花の名山」白山の中でも、「お花松原（中宮道）」のクロユリ群落は日本一だろう」と

いう言葉には、私も今一度そこを訪れてみたいという気が湧いてきた。最後に「白山ユネスコエコ

パーク」の説明があった。「世界遺産」が手つかずの自然を守る事を原則とする一方、ユネスコエ
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コパークは、生態系の保全と持続可能な利活用の調和を目指す取り組みであるそうである。 

次に 3 分科会に分かれたが、私と河合会員は、講師 栂氏の 1 分科会に入った。まず、明日のフ

ィールドワークで訪れる「白山高山植物園」についての予備的な説明があった。そこでは主として

標高 1,600m 以上に分布する植物種の絶滅回避と系統保存を実践し、白山の生物多様性を守る活動

が行われているという内容であった。次に、基調講演に関する疑問や自然保護活動全般に関する意

見交換が行われた。 

ブナ林の保護に関する加賀藩の対応（里山廻り）、し尿処理問題、木道関係などについて議論さ

れた。特にし尿問題、携帯トイレについては発言が多く大いに盛り上がった。 

第２日目 

フィールドスタディは「白山高山植物園」で行われたが、河合会員は所用があり私一人で参加し

た。白峰から勝山に向かう国道 157 号線を谷峠の手前で右に入っていくと、標高約 800m に植物園

があった。そこでは職員の白井氏から丁寧な説明を受けた。また、細かい種植えの手作業の様子も

見学させてもらった。この事業は白山市が主体となって約 20 年前に始められたそうである。私は

白峰発電所で 1 年間勤務したことがあったが、この事業の始まるずっと前のことである。数多くの

種類の花が一つ一つ丁寧に栽培されていてその取り組みの緻密さに驚いた。私は白山が大好きで何

度も登山に来ていたのだが、迂闊にもこうした取り組みがされていることは全く知らなかった。10

年程前から栽培に成功した種を露地移植してお花畑を造成し、「ミニ白山」として一般公開してい

るそうである。公開期間は 6 月初旬から 7 月中旬と短く限定されるが白山の登山道より 1 か月早く

多くの高山植物が手軽に見られる。また、ここから眺められる白山主稜の展望も見事である。長時

間の歩きは大変という方にはお手頃なお花畑であろう。 

今回の集会では石川支部の方には本当にお世話になった。会場の宿は泉鏡花が執筆の時に定宿に

したという老舗で、大変落ち着いた佇まいと洗練さがあり申し分ない名旅館でした。近年は将棋や

囲碁のタイトル戦も行われているそうだ。講演では白山について歴史、地形、動植物、課題など多

くの事を気づかせてもらいました。また自分にとって大変なつかしい白峰で貴重な活動が行われて

いることを知り嬉しく、お花畑の高山植物や白山主稜線の眺めも楽しませてもらいました。石川支

部ならではの華のあるこころのこもったおもてなしが印象深い意義深い集会でした。多謝。 

（追）８月２３日石川支部・安田二三男さん逝去の報を受けました。この全国集会で賑やかに中心

となってお世話されていた姿が思い出されます。ありがとうございました。 （金尾誠一 記） 

 
            白山高山植物園のお花畑（背後は白山主稜線） 
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 富山県山岳連盟創立 70 周年記念式典及び祝賀会 

 昭和 23 年 7 月に富山県山岳連盟が設立されてから今年で 70 年の節目をむかえることから、創立

70 周年記念式典と祝賀会が７月 8 日（日）、ボルファートとやま・真珠の間で開催された。参加者

は約 100 名で、来賓には日本山岳・スポーツクライミング協会長や富山県体育協会専務理事、北信

越各県の山岳協会・連盟会長などが参列した。永山義春会長の式辞のあと、登山界の発展や安全登

山の普及に貢献した 22 名に表彰状・感謝状が贈呈された。富山支部会員の受賞者は次のとおり。 

表彰状：野﨑裕一（県庁山岳スキー部）、道正政信（岳連参与）、広瀬弘（岳連遭難対策委員長） 

感謝状：高瀬洋（県警山岳警備隊前隊長）、田邊隆一（十全山岳会会長） 

 引き続いての祝賀会では、国立登山研修所長の乾杯で祝宴が始まり山岳団体、山小屋関係者、加

盟団体・岳連役員等の参加者と交流を深めた。当日の富山支部会員の参加者は飯田（来賓）、野﨑、

道正、広瀬、高瀬（以上受賞者）、鍛冶（加盟団体）、永山、木戸、松本、長崎、平田、山田、本郷、

中西、中島眞、藤井、石溪、森田（以上岳連役員）。 

 なお、当日受付で 70 周年記念誌『太刀の嶺高く』が参加者に配られた。平成 10 年 7 月に刊行さ

れた 50 周年記念誌以降の 20 年間の岳連の活動をとりまとめたもので、Ａ4 判 143 ページ。編集委

員長は山田、編集委員に富山支部から石溪、中西、藤井が参加している。 

創立 70 周年記念事業には、他に第 43 回県民登山教室（八甲田山・岩木山 8/31～9/2）と 2019

年の海外登山が計画されている。                     （山田信明 記） 

 

   第 34回全国支部懇談会 －北海道の山―           

 今年の日本山岳会全国支部懇談会は、7 月 21、22 日、北海道支部の主催により北海道層雲峡と

大雪山系で開催され、富山支部からは、河合、渋谷、森田、鍛冶の 4人が出席した。21日に層雲峡

のホテルで開催された支部懇談会には、各支部及び本部から合計 188人が参加し、西山北海道支部

長と小林日本山岳会長の挨拶で始まった。続く記念講演では、写真家である大雪山写真ミュージア

ム館長の市野井孝悦氏が「母なる大地、大雪山に魅せられて」と題して、自ら撮影した大雪山の大

風景と高山植物をスライドで紹介しながら、その魅力について熱い思いを語った。会食をしながら

の懇親会では重廣日本山岳会副会長と地元の佐藤上川町長の挨拶があり、アイヌの民族舞踏が披露

された。栃木支部長の渡邊氏からは、来年の支部懇談会は、5 月に栃木支部が主催して日光で開催

する旨の報告があった。二次会の場も用意されていたので、しばし参加した。初対面の方が大半で

あったが酒のおかげで旧知の如く、支部の高齢化のことなど共通の話題に話が弾んだ。 

22日の懇親登山は体力に応じた３コースに分かれて実施され、我々4人は中程度の、ロープウェ

ーとリフトを乗り継いで標高約 1500ｍの登山口まで行き、そこから黒岳（1984m）を往復するコー

スに参加した。層雲峡地区は、昨夜来、強風と雨の荒れ模様であったが、天気は回復するとの予報

であったため、3 コースとも決行され、我々のコースは出発を一時間遅らせて実施された。ホテル

を出る頃にはすでに雨は上がっており、登山道を登るにしたがい雲の合間に青空が見え、太陽も顔

を出すようになった。登山道わきには、シナノキンバイと見紛うチシマノキンバイソウが一面に咲
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いている。シナノキンバイより背丈が高く、前日に歩いた旭岳ロープウェー下の道路沿いには１ｍ

位のものがあった。ジグザグの登山道が平らな広場に出たら、そこが頂上である。 

通称「お鉢」あるいは「お鉢平」と呼ばれているカルデラを囲む、北鎮、凌雲、北海などの山々

が、突然、目の前に広がる。雪渓が多い。大雪

山ならではの優美な曲線で構成された、なんと

ものびやかな眺めである。記念写真などを取り

合っている間にも天気は急速に回復して遠く阿

寒の山まで見えてきたが、風は依然として強い

ので、頂上から少し下った登山道わきで昼食を

とり、全員無事下山、ロープウェーを下りたと

ころで解散した。北海道支部のご苦労に感謝を

いたします。        （鍛治哲郎 記） 

   黒岳山頂から大雪山 

 

北海道の山旅を企画して 

 せっかく、全国支部懇談会で北海道へ行くのだから、この機会にトムラウシに登ろうということ

でこの企画は始まった。遠くて広い北海道（注１）の山に登るには、飛行機とレンタカーを利用す

るのが効率的であるが、長旅で多くなる荷物のことや移動に要する経費のことなどを勘案して、新

潟～小樽のフェリーを使い自家用車で行くことにした。全国支部懇談会に出席してその前か後にト

ムラウシを登るには、足掛け 6 日は必要である。結局、フェリーで 2 泊、北海道内で 5 泊の 7 泊 8

日の日程で、まずはトムラウシに登り、支部懇談会の層雲峡に移動する途中で上富良野岳と旭岳に

登ることにした。 

トムラウシ山は、大雪山の中心にあり、周辺の五色ヶ原、高根ヶ原、黄金ヶ原などには広大なお

花畑が広がっている。標高こそ旭岳に譲るが、大雪山を代表する山を一つあげるなら、私は躊躇せ

ずトムラウシを選ぶ。トムラウシを堪能するには縦走かお花畑を源頭とする沢を登るのが理想だが、

車の回収や幕営・炊飯（注２）の面倒が伴うので、日帰りが可能なトムラウシ温泉から往復するこ

とにした。また、悪天候の場合、翌日に再度アタックができるよう余裕を持った日程とした。余談

であるが、日本政府が知床を世界遺産に推薦した際の検討会の重要メンバーであった生態学者から、

個人的には大雪山の高山植物群落を押したかった、と聞いたことがある。その先生によれば、多様

で広がりのある大雪山の高山植物群落は、千島やアラスカに負けないということなので、我々は、

世界遺産級のお花畑を見てきたことになる。 

私にとって山は旅の延長であり、家を出てから戻るまでが山であり旅である。 

だから、北海道内の移動は、距離よりもドライブの楽しさ、車窓の風景を優先したルートとし、

最終日は札幌泊で街歩きの楽しみも加味したつもりであったが、曜日の関係であてにしていた店や

文化施設に定休日のものが多く、事前調査不足を反省している。人の好みはさまざまだから、全員

大満足とはいかないが、今回の山旅で私の好きな北海道の良さを少しでも感じていただけたなら幸

いである。                              （鍛治哲郎 記） 
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（注１）北海道は、四国と九州を合わせたより広く、東北地方に新潟県を加えた面積に匹敵する。 

（注２）北海道には北アルプスのような営業小屋はないので、避難小屋かテント泊となる。 

 

                                                                                                  

―北海道の山―  トムラウシ山（2,141m）山行 

期日：平成 30年 7月 19日（木）  

参加者：鍛冶、山田、広瀬、渋谷、森田、河合、瀬川、北田 

前日にトムラウシ温泉に到着。ゆっくりと湯に浸かり鋭気を養う。当日は午前 3 時前に起床し 3

時 40 分にトムラウシ温泉を出発。車で短縮コースの登山口へ向かう。駐車場にはバス、乗用車が

止まっており、先行者がいる様子。薄明るくなって出発する。しばらくはマタタビ、ツルアジサイ

が木に絡む樹林帯を進む。25 分程でトムラウシ温泉からの登山道と合流。さらに 25 分程登るとや

がて視界が開け、振り返ると夕張山地が遠望される。5時 25分にカムイ天上に到着。やがて目指す

トムラウシ山、左に円錐形の下ホロカメットク山から美瑛岳、右にニペソツ山が姿を現す。ジグザ

グ道をカムイサンケナイ川へと下りコマドリ沢出合に到着。沢の水量は思ったより少なく靴を濡ら

すことなく渡渉する。コマドリ沢をしばらく登ると雪渓が出てくるものの難なく通過。ミヤマカラ

マツ、イソツツジ、ウコンウツギ、エゾノツガザクラが咲き、ハイマツが生え、やがて岩の間にコ

マクサが咲き始める。前トム平からは 360度の展望が開け、トムラウシから十勝岳へ続く稜線、遠

く夕張岳の山並みが望める。岩稜帯を過ぎた鞍部はトムラウシ公園と呼ばれる箱庭で、エゾコザク

ラ、メアカンキンバイ、エゾノツガザクラ、アオノツガザクラなどが咲き競う。十勝岳方面への分

岐を過ぎ、チングルマ、アオノツガザクラ、イソツツジの群落を眺め、沼ノ原から五色ヶ原にかけ

てのお花畑を見下ろしながら 30 分程急な岩稜帯

を登り切ると、ぽっかりとトムラウシ山の頂上に

到着した。 

山頂で旭岳から白雲岳、ヒサゴ沼、オプタテシ

ケ山から十勝岳などの展望を満喫し、記念撮影す

る。鍛治支部長の友人がガイドする団体が登って

くるのと入れ替わって下山開始。帰路トムラウシ

公園の池にサンショウウオの卵塊を確認。高山植

物の大群落と 360 度のパノラマを楽しみながら

快適に下る。コマドリ沢の雪渓では久しぶりにグ

リセードを試みるもあまり滑らずスケ―ティン

グとなる。その後は再び樹林帯となり、汗と虫に悩まされながらの長い下りとなる。                        

［コースタイム］3:40 トムラウシ温泉—-4：15 登山口--5：25 カムイ天上--7：05 コマドリ沢出合

-—8:05 前トム平—8:55 トムラウシ公園—9:50 十勝岳方面への分岐—10:25トムラウシ山（11:05下山

開始）--12:00 トムラウシ公園—-13:25 コマドリ沢出合—15:15 カムイ天上—-16:20 登山口— 17:00

トムラウシ温泉                             （北田幹夫 記） 
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―北海道の山―  上富良野岳（1,893m）山行 

期日：平成 30年 7月 20日（金）  

参加者：鍛冶、山田、広瀬、渋谷、森田、河合、北田 

トムラウシ温泉を 7時に出発し、狩勝峠を越えて十勝岳温泉に向かう。駐車場に到着すると火山

特有の匂いが漂う。沢沿いの道を登り始めると安政火口が見えてきて、やがて高校生の集団登山に

出会う。上ホロ分岐で小休止をし、昨日から体調不良だった河合会員がここでリタイアし、残る 6

名で 1 時間程登るものの、目指す上富良野岳は雲の中で見えず、八ツ手岩を望むスポットで休憩。

上から降りてきた元気な高校生に励まされて約 25 分で上富良野岳に到着する。途中、イワヒゲ、

イソツツジ、エゾコザクラの群落があり、メアカンキ

ンバイの透きとおるレモンイエローの花々に癒される。

頂上からは上ホロカメットク山から十勝岳にかけての

山並みがガスの切れ間に遠望された。帰路は上ホロカ

メットク山の荒れた西壁、八ツ手岩、十勝岳方面の噴

煙を眺めながら下った。       

［コースタイム］10:40 十勝岳温泉（11：00 登山口

出発）--12：00上ホロ分岐--13：25上富良野岳（13：

55下山開始）—-15:45十勝岳温泉登山口 

（北田幹夫 記） 

                                                 

 ―北海道の山― 大雪山・旭岳ロープウェイと黒岳（1,984m）山行  

期日：平成 30年 7月 21日（土）  

参加者：鍛冶、山田、広瀬、渋谷、河合、北田、森田 

 旭岳温泉ヌタプカウシぺで宿泊。素敵な手作りロッジとヘルシーで美味しい食事、ナチュラルで

ウッディなお風呂、何気ない暖かいおもてなしを振り切って 富山支部一行は雨が降りそうな旭岳

に向って出発しました。 

 旭岳ロープウェイ近くの駐車場になんとか２台の車を押し込み、ロープウェイに乗り 10 分で標

高 1,600m 姿見駅まで一気に上がりました。ここまでは小学生の遠足気分でワイワイガヤガヤ。そ

の後雨具を着込み、雨・霧の中「姿見ノ池」へ。 

 下山はロープウェイを使わず濡れた木道を黙々と下りま

した。熊の足跡あり、時々獣臭が漂う中ひたすらひたすら足

を動かし全員無事下山しました。東川町で北田会員と別れ、

お昼は地元人気のラーメン屋に寄り、全国支部懇談会が開催

される層雲峡に向かいました。 

［コースタイム］ 8:45旭岳ロープウェイ乗車--9：15出発

--9：45姿見ノ池—-10:50天女ヶ原—－11：30下山（ロープウェイ駅） 
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期日：平成 30年 7月 22日（日）  

参加者：鍛冶、渋谷、河合、森田、（山田、広瀬：別行動）  

 朝から雨模様。天気予報は次第に良くなると

の事。ロビーに集合して主催者の決定を待つ間

ウロウロ。1時間遅れで黒岳ロープウェイ乗り

場へ。それから黒岳ペアリフトを 1人乗りして

小鳥の声を聴きながら 10 分、緑につつまれ至

福の時を過ごしました。 

 7合目からやっと Ｂコース「エゾシカチー

ム」は自分の足で登り始めました。黒岳山頂か

ら下山を始めた頃に広瀬・山田会員と合流した時は異郷の地の再会のせいか何故かとてもうれしか

ったです。二人は黒岳石室と桂月岳まで先行して登って来たとのこと。リーダーが明るく、お弁当

が美味しい山行でした。次回は縦走して大雪をもっと堪能したいと思いました。                

［コースタイム］9:00ロープウェイ乗車--9：40リフト上駅出発--11：30～12：00黒岳頂上（昼食

～12：30）-13:35リフト上駅--14：07ロープウェイ層雲峡駅        （森田裕子 記） 

  

 

  

播隆上人登拝道：笠ヶ岳(2,898m)南西尾根の石仏巡拝 

期日：平成 30年 8月 1日（水）・2日（木）  

参加者：（支部播隆研究会）山田、金尾、北田、（ネットワーク播隆）纐纈世話人、長谷川・志村女

史（上宝歴史研究会）佐野会長（CBC 取材班）中世古 DC、岡村カメラマン、村山助手 

ネットワーク播隆の纐纈さんから笠ヶ岳登山のお誘いがあり、「南西尾根」の石仏を案内しても

らう絶好の機会なので研究会発足早々のメンバー３名が参加した。 

・南西尾根石仏の経緯 

文政 7 年（1824 年）播隆三度目の笠ヶ岳登山の際登山道に 8 体の石仏を安置した。それから約 

150 年後の昭和 47 年(1972 年)神岡営林署の清水洋嗣氏が南西尾根で石仏を偶然発見される。この

時盗難防止のためうつ伏せにしておいたが、その後所在不明となる。平成 13 年(2001 年)上宝歴史

研究会のメンバー一行が再発見する。今回参加された佐野さんはこの時のメンバーの一人であった。

石仏本体は「上宝ふるさと歴史館」に保管されており、現地にはレプリカが置かれている。 

南西尾根の石仏はクリヤ谷登山道の分岐から約 1 時間のところに、上宝の集落の方向を向いてい 

た。ここに至るまでの長い道のりを案内していただいた纐纈さんグループの方々に感謝する。 

私は今年初めての一泊山行であり、加えて脊柱管狭窄症からくる足のしびれを養生中ということ 

もあって一日目から一行のお荷物になってしまった。幸い理学療法士の資格をお持ちの志村さんの

サポートでやっとたどりついた始末であった。広い山中で石仏を見つけるということは、とても大

変なことである。登山家の服部文祥氏も簡単に見つけられると思い山に入ったが見つけられず「場
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所が特定されている一里塚のレプリカすら見つけられないような観察眼で、時代に埋もれた播隆の

道をみつけることなどできるわけがないのではないか？」と嘆いている。（『岳人』No.823、2016） 

一般の登山道や旧跡などと違って、野の石仏は纐纈さんのような熟知した方に案内してもらうしか

ないのが実際である。 

CBC（中部日本放送）は現在確認されている 5 体の石仏を三日間にわたって取材した。そしてそ 

の内容は 8 月 10 日に放映された。私たちは二日間同行したが、若いスタッフの方々は大変なご苦

労で取材登山されておられた。恐らくこれほどハードな取材になるとは思っておられなかったであ

ろうと思う。しかしさすが仕事への責任感には感心させられた。体を使った取材は貴重な放映とな

って視聴者に届いたことと思う。CBC が取材・放映してくれたことは播隆を一般の人に広く知ら

せる良い機会となったことだろう。 

今回南西尾根を訪れ、笠谷を含む登山道候補の地形の全体を目にしたことは収穫であった。播隆 

研究会が取り組もうとしている尾根ルートは確かに長くアップダウンが続くことが見てとれた。纐

纈さん、佐野さんの話では、このルートもかつては有力と考えた方もおられた。しかし尾根の途中

に危険な岩場があり、それを見て断念されたということである。以来、尾根ルートは関係者ではす

でに断念されたルートということになっているらしい。研究会として尾根ルートを最優先して調査

する方針をどうするか検討してみたい。 

今回の山行を通じて纐纈さんの「播隆」に対する篤いこだわりの気持ちが端々に感じられた。ま 

た纐纈さんは山岳ガイドをしておられるがその体力、気力は並大抵ではないと感じた。安全に対す

る思いも強く責任感からメンバーの状態をよく見極めて柔軟に対応されていた。人柄もおだやかで

人気ガイドでなかろうかと思う。カメラマンが不調となって登山続行出来なくなったとき下山に同

行、その後再度、登り返して途中岩屋でビバーク、翌朝早々には山小屋に到着されていた。播隆も

斯くやとばかり思わせるタフネスとやさしさであった。播隆は「笠ヶ岳は富士山、白山、立山が見

られる山」として村人に登山を勧めたそうだ。今回も朝の澄み切った空のかなたに三霊山を拝ませ

てもらった。また、前日は頂上近くで数多くブロッケンが現れた。特に二重の虹のブロッケンは私

には初めての経験であった。私はこれまでも比較的多くブロッケンに出遭わせてもらっており科学

的現象として見ているが、播隆や村人たちにとってはまさに仏の出現であったのであろう。上宝の

佐野さんはルートの解明は地元として 50 年来の念願であり責任を感じると口にされた。そして最

近古老から聞いた「かつて石畳の道があった」という新情報も紹介された。今回の山行では、ネッ

トワーク播隆や上宝歴史研究会が熱心に活動されていることを実感でき、また私たちの研究会も仲

間入りさせてもらうことを喜んでいただけたことが何よりであった。そして今後もお互いに情報交

換を続けていくことを確認したことも会の活動にとっては大切な支えとなると思う。 

（追）H30.8.11 付富山新聞に「山の日特集」として富山支部の「幻のルート」調査のことが掲載され

ました。願ってもないタイミングで取材を受け喜びとともにこれからの調査へのプレッシャーにもな

りました。これを張り合いと転じて調査を進めたいと思います。       （金尾誠一記）  

［コースタイム］  

8/1 5:20 クリヤ谷登山口（中尾駐車場）--6:20 渡渉点--7:30 錫杖沢出合--10:45 最終水場--13:00 雷

鳥岩下--16:10 笠ヶ岳--17:00 笠ヶ岳山荘（宿泊） 8/2 6:30 笠ヶ岳山荘 6:45～7:20 笠ヶ岳--7:45

南西尾根分岐--8:30～9:00 南西尾根石仏--9:50 南西尾根分岐--12:15 雷鳥岩下 13:25 最終水場
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--16:30 錫杖沢出合--17:15 渡渉点--18:25 クリヤ谷登山口（中尾駐車場） 

 

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

期日：平成 30 年 10 月 5 日（金） 

参加者：（ネットワーク播隆）纐纈世話人、（富山市大山歴史民俗資料館）増田、 

（支部播隆研究会）山田、鍛治、金尾、本多、北田 

山田、金尾、本田、増田の 4名が早朝富山を出発して先に到着。前夜、上高地の山岳研究所に泊

まった鍛治、北田が合流。纐纈世話人の到着後に車で葛山発電所取水口まで向かう。車止めのゲー

トを越えて林道を歩く。途中、2 里目と考えられている長者屋敷を望む対岸を確認。その後、左手

に滝と笠谷に流れる沢を越え、3 里目の瀬畑への下り口に到着。降り口の木にマーキングがあり、

尾根沿いの急斜面を下る。高度差 130m を下った所で登拝路の踏み跡が確認できる平らな地点（瀬

畑）に到着。踏み跡をたどり、笠谷右岸で長者屋敷からの渡渉点と想定されるところに戻り、ここ

から瀬畑の石仏を目指して踏み跡を歩く。苔むした石仏を眺め写真撮影後、急な崖を林道まで登り

返す。 

再び林道をたどると、しばらくして崖が崩れた状態で放置された地点を越える。ここから先は藪

漕ぎ状態の林道歩きとなる。4 里目の横平への下り口は左に大きな岩があり、やはり右の谷側の木

にマーキングがある。ここから

高度差で約 40m 下った所にト

チの大木があり、その左側に横

平の石仏がある。纐纈世話人が

仏壇に納まっていると言われ

たとおりで、天然の岩を利用し

た立派な仏壇の中に白く輝く

阿弥陀仏を確認。付近は傾斜が

緩やかで、かすかに踏み跡らし

き気配が感じられる。 

トチの大木は幹回りが 7m を

播隆上人登拝道：笠谷右岸の石仏 

主稜線から見た南西尾根 八体目「南西尾根」の石仏 
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越える見事な古木で、播隆上人の登拝を知る証人だろう。写真撮影後林道に戻り笠谷バス停へと下

山した。 

[コースタイム] 

8:00笠谷バス停留所集合--8：20纐纈世話人の車で出発--8：30葛山発電所取水口（840m）--9：20

長者屋敷の対岸（1040m）--10：10瀬畑への下り口（1130m）--10：30瀬畑の登拝路跡（1000m）-- 

10：40長者屋敷からの渡渉点？（985m）--10：45瀬畑の石仏（1010m）--11：20瀬畑への下り口— 

12：20横平への下り口 昼食--13：00下り開始--13：10トチの大木・横平の石仏（1170m）探査— 

13：40 横平への下り口（1210m）--13：50 下山開始--14：10 林道の藪漕ぎ終了地点--15：50 葛山

発電所取水口--16:30笠谷バス停                    （北田幹夫 記） 

 

 

 

播隆研究会たより No.1（平成 30年 8月 17日） 

 

【第１回会合】 

7 月 12 日、富山支部の有志が集まって「播隆研究会」の第１回の会合を行いました。自由な意

見交換を行い当面は以下の通り活動を進めていくことになりました。 

・会の名称は「播隆研究会」とする。 

・会の主たる目的は「笠ヶ岳幻ルート」の調査を行い、その解明を目指す。 

・ルート調査は「尾根コース」を中心に行う。 

・なるべく現場に多く足を運ぶ。ただし無理せず安全第一とする。 

・最新技術（GPS、ドローン、赤外線写真地図など）の活用を研究する。 

・支部会員への参加呼びかけを続ける。 

・支部会員以外（生家の会、富山市大山歴史民俗資料館、立山博物館、城館研究家など）とも交流

を図り富山県内における播隆顕頌の機運を盛り上げていく。 

・調査の他播隆修行地や名号碑などの見学も行っていく。 

 会の活動内容は支部会報に「播隆研究会たより」としてお知らせしていきます。入会はいつでも

お受けします。是非多くの支部会員の方の参加をお待ちしています。 

（連絡先）金尾誠一 ☎090-2036-5853 または E メール s-kanao@pf.ctt.ne.jp) 

現在参加の有志：山田信明、金尾誠一、本多秀男、佐藤武彦、渋谷茂、北田幹夫、瀬川富士夫、 

【笠ヶ岳南西尾根】 

 ・8/1-2 クリヤ谷から笠ヶ岳、南西尾根にて石仏参拝（山田、金尾、北田） 

・別途支部会報に詳細報告 

【富山新聞に掲載「幻の登山道 解明着手」山岳会富山支部 70 周年機に】 

 ・8/10 富山新聞古府記者が金尾自宅で取材、翌日記事掲載・富山支部「播隆研究会」としては 

大いに励みになる報道でした。                    （金尾誠一記） 

   

mailto:s-kanao@pf.ctt.ne.jp
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8月例会と暑気払いの報告  

平成 30 年 8 月 9 日に毎年恒例となっている、役員会、例会と暑気払いの集中行事が開催され

た。出欠の案内の返信に近況報告のお願いをしているのだが、今年は例年になく多くの会員から

のコメントがあった。やはり、今年の異常とも思える暑さに関するものが多く 1 ページでは収ま

り切れないくらいの報告が寄せられた。出席者は 18 名と例年と同じくらいだったが会員の近況

が分かる数少ない機会ということで重要な意味を持ってくると感じている。CiC3 階の富山市民

交流館の学習室で役員会の後、18 名で支部例会として H30 年度前期の山行報告を行った。5 月

27 日に実施した一般募集山行「夫婦山」の報告と 7 月 21～22 日に北海道大雪山系層雲峡で開催

された全国支部懇談会の報告を渋谷副支部長よりスライドを交えて行った。全国支部懇談会は折

角の機会だから、北海道の他の山へも行こうということで 7 月 17 日に出発し新潟港から新日本

海フェリーで小樽へ到着し 24 日に同フェリーにて帰るという行程で支部会員 8 名が参加した。

うち支部懇談会出席は鍛治支部長を始め 4 名。メインは「カムイミンタラ」として憧れていたト

ムラウシ山で日帰り登頂をした。約 12 時間の山行で、さすがに懐の深い素晴らしい山行体験が

できた。 

その後、場所を変えて高志会館ビアガーデンでの暑気払いで懇親を深めることとなった。今年

は連日の猛暑続きで、特にビールののど越しが爽快だった。支部会員の近況や 8 月下旬に予定さ

れている近藤晋会員の米寿記念の「剱岳登山」等 元気な話題に参加者の笑顔が印象的だった。                                          

(河合義則 記) 

 

米寿記念山行 (幻の剱岳) 

期日：平成 30 年 8 月 24 日（金）～26 日（日） 

参加者：近藤、松本、島津、本郷、讃井、山田、正橋 

[はじめに] 

1951 年夏、二十歳の若者 3～4 人で剱登山をした。勿論みな剱岳は初めてで先輩からピッケルと

いう物を借り若さに任せてルンルン気分で頂上に立ち下山に向かった。平蔵谷を下ることができる

と聞いてきたのでピッケル片手に雪渓へ踏み出した。その頃の足元は地下足袋である。途端にすっ

てんころり滑落しだした。必死にピッケルを雪面に突き刺し何とか止まった。両肘は擦り剥け血が

滲む。膝はガクガク生きた心地もしなかった。登るときは高山植物の花咲く天上の楽園と思ってい

たのに、今はまさに地獄の釜の入り口のように思われた。 

 その後次第に山にのめり込み、エボシ岩の岩陰で岩茸を採りながら登った秋の早月尾根、柴崎芳

太郎を偲びながらの真夏の長次郎谷、雪の鎧を纏った 5 月の平蔵谷、前剱の下りは本当に肝を冷や

しながらの下山だった。最も多かったのは別山尾根である。 

 そうこうしている内にもうこんな歳になってしまった。大きな山は体力的にももう登れなくなっ

てきたので米寿の記念に剱岳を登って一応の山仕舞としようと今回の計画となったのです。 
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8 月 24 日 

 大型台風 20，21 号が各地に大被害を出しながら 21 日には北海道へ抜けて行ったので台風一過

の晴天を期待してケーブルに乗ったが途中でストップ、強風で吹き折られた杉の枝が線路を塞いで

いたのだ。美女平からのバスは満員、外国人も多い。空は雨雲が垂れガスも濃い。風で折れた杉枝

が道路に散乱していた。 

 9 時 50 分 室堂へ到着し登山届を提出して雷鳥沢へ歩き出した。テント場には 30 張りほどのテ

ントが張られていた。讃井氏は雷鳥沢ヒュッテ泊なのでここで別れ我々6 人で雷鳥沢の登りにかか

った。ここはコバイケイソウの群生地なのだが今は何もなく雷鳥の餌になるオンタデが穂をつけて

いた。 

 案外早く 13 時 25 分 剱御前の小屋へ着いた。下界は暑いがここは風も強く薄ら寒い。一息入れ

剣山荘への水平道を歩き出す。この道を歩く人が少ないのか径は登山道は大分荒れていた。歩き始

めには剱岳の八ツ峰や白馬、五竜などが見えていたがまもなくガスに包まれ雨になってきた。途中

の雪渓はスプーンカットの間に蒼氷が顔を出していたのでスリップしないように靴を蹴り込みな

がら通過する。15時 剣山荘に到着した。 

 この雨の中 若い人達が続々登ってきて小屋は満員状態、台湾からの人達もいる。それだけこの

山は魅力があるのだろう。夕食後 明日に備え 500 円でヘルメットを借り２階の部屋に入りしばし

皆で雑談、天気予報は芳しからず外は益々風雨が強く窓を叩いていた。 

8 月 25 日 

 5 時 30 分 朝食、外は激しい雨と風に濃いガス

で全員三々五々と下山していった。我々も残念

ながら登頂を諦める。記念手ぬぐいを購入し「米

寿―近藤晋、古希―山田信明、還暦―正橋立子、

同行者―松本睦男、島津常樹、本郷潤一、讃井

啓介、剣山荘主―佐伯友明」と記入してもらい

今回の記念とした。 

 

 ７時半 雨の中を剱沢小屋経由で別山乗越から雷鳥を見たりしながら 11 時半、雷鳥沢ヒュッテへ

入り込んだ。早速 白濁した天然温泉に浸かり体を暖める。温泉はまことに結構結構でした。17 時

半から夕食、お酒にビール、ワインがお腹に沁み込んでゆきました。 

8 月 26 日 

 朝、雨も止み風も弱くなっていたが立山の稜線は雲に覆われていた。若し晴れていたら雄山へ登
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り記念山行としたかったがこれも諦めた。帰路は浄土沢を遡行し丸山から室堂山荘へ入った。この

道は人もあまり歩かず高山植物も多く残り、オオヒョウタンボクが鮮やかな赤い実をつけていた。 

 室堂山荘でコーヒーブレイク。松本、本郷など顔見知りの面々なので主人の千尋氏は菓子もサー

ビスしてくれて代金も取らなかった。曇り空のなか雨具を付けて雄山へ向かう人々を横目で見なが

ら室堂ターミナルへ到着、幻の剱岳記念山行は終わった。              

 

［追記：最後の単独行］ 

10 月 4 日ナチュラリスト弥陀ヶ原当

番のあと一昨日降った初雪が岩陰に残

る道を雄山から大汝山までの稜線を縦

走して米寿記念登山を終えました。曇り

空でしたが槍穂や笠ヶ岳、乗鞍も遠望で

き、眼下の黒部湖や山崎カールからの室

堂平の眺めを目に焼き付け立山にお別

れを告げてきました。 

（近藤 晋 記） 

 

                               

                       皇
す

海
かい

山(2,144m)山行    

期日:平成 30年 9月 15(土)～16日(日) 

参加者:木戸、山田、広瀬、本郷、石渓、渋谷 

 この頃の自然災害、爪痕は深く、山に出かける時は必ず近々の道路情報を得ていく必要がある。

予定していた会の「光岳山行」も中止せざるを得なくなった。光岳参加者の皆さんと相談し群馬県

と栃木県の県境にある百名山、皇海山に変更する。 

15日は、天然記念物に指定された東洋のナイアガラ

と呼ばれている吹割の滝の渓谷美を見ながら散策し、

老神温泉「上田屋旅館」に素泊まりする。 

16日早朝、根利栗原川林道を車で走り登山口まで。 

この林道も台風 21 号の被害で通行止めになっていた

が、10日に通行できるようになったばかり。悪路を走

ること約 1 時間 30 分で登山口に到着。支度をして午

前 7時登山口を出発。カラマツやダケカンバ、ウダイカンバ、サワグルミなどの林の中のゆったり

とした登山道を歩き、最初の沢を渡渉する。以前はコウシンソウが自生する庚申岳から鋸山を経由

して皇海山に登ったが、栗原川林道からの通行が可能になり、最短コースで皇海山に登ることが出

来るようになった。栗原川林道からだと皇海山の姿は見えない。深田久弥は「立派な風格を持った

山」と書き記して、皇海山の名前は「コウガイが皇開」「それが皇海となり、皇はスメと読むから、

皇海をスカイと読むようになった」木暮理太郎説を紹介している。深田は栃木県の鹿沼市と日光市
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を結ぶ古峰原(こぶがはら)からの眺めを紹介しているから、たぶん栃木県から見たら「脱帽したい」

姿なのだろうか。 

その後も何度か渡渉し不動沢に沿って登る。ミヤマヨメナが白い花を沢山咲かせている。水流が

なくなりゴロゴロした沢の中の急な登りになる。枝沢が多く目印のテープを頼りに進むと、ようや

く沢を離れてロープが下がっている急登を強引に登って行く。周囲はダケカンバやナナカマド、林

床はササに覆われている。開けた不動沢のコルについた。右手に鋸山の鋭峰が霧の間から見え隠れ

する。 

不動沢のコルから県境の尾根道になる。シラビソやコメツガ、オオシラビソなど一面針葉樹の森

である。落葉樹の森に比べて変化に乏しいが、独特な濃緑色の森の雰囲気を味わう。所々、木の根

につかまり巨岩の間を潜り抜けると青銅

の剣が見えて来た。頂上は間近である。 

平坦な山頂は樹林に囲まれていて展望

には恵まれない。樹林の間からは日光白

根山、燧ヶ岳が望めるとガイドブックに

書かれている。往路は滑りやすいので注

意して下る。霧に包まれていた鋸山が四

国の石鎚山を思わせるような山容を見せ

ていた。上田屋旅館で汗を流し帰路に着

いた。               

［コースタイム］7:00登山口--8:46不動沢コル--9:45皇海山頂上 10:00--10:42不動沢コル 

--12:20登山口                      (渋谷茂 記) 

 

平成 30 年度支部合同会議の報告 

 

平成 30 年 9 月 29～30 日に開催されました平成 30 年度支部合同会議に出席してきました。当

日は、台風 24 号が日本列島を縦断するコースを取るということで翌日の 30 日に帰れるかどうか

という心配がありました。執行部もそれを心配して 30 日予定の内容を前倒しにして 30 日は連絡

事項のみという会議進行をとるために 29 日の終了時間を 1 時間延長しての会議となりました。 

小林会長の挨拶の後、会務報告、入会者の増強に向けて、安全登山についてという内容で報告

と質疑応答、意見交換が活発に行われました。今回の支部合同会議に当たって各支部における登

山教室の実施状況アンケートの集計報告があり、この行事が新入会員にまで繋がっていく傾向が

強いことからのアプローチであるとのことでした。富山支部では支部主催の登山教室等の活動は

行っていませんが、一般募集の例会山行や山の日記念親子登山等を通して参加者に登山の魅力と

色々な場面での対処方法の講習等は可能という印象を持ちました。登山計画書の提出についても

各支部によってバラツキがあることと、本部では緊急事態に対して登山計画書を活用するもので、

3 か月で何もなければ廃棄処分とする内容の報告がありました。更に登山計画書を提出するとい

うことは、万が一非常事態に対応できる人選(捜索隊員のリストアップ)の必要があるということ
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でした。 

新入会員増強の活動報告として岩手支部の活動が紹介されました。岩手支部の阿部支部長は

IBC 岩手放送ラジオで岩手県のトレッキングガイドを『岩手の山 150』から紹介していて、5 年

間継続しているというお話でした。富山県でも現在『富山の百山』から本の朗読をラジオ放送さ

れているということで、これを例えば支部会員でやらせてもらえれば、日本山岳会富山支部を身

近に感じてもらえるのではと思いました。新入会員用のビデオも You Tube で見ることができる

そうです。 

最後に、年次晩餐会の説明や来年の奥日光での全国支部懇談会、毎年 2 月に実施している安全

対策講習会、山の日全国大会(大山)の報告と来年の開催地は甲府市ということ等の連絡事項があ

りました。 

とにかく 30 日は台風 24 号の列島縦断による影響で新幹線、在来線、飛行機の運休の心配から

慌ただしく時間が過ぎていきました。富山へは北陸新幹線の運休が 20 時以降だったため、支障

なく帰宅することができました。                    (河合義則 記) 

 

会 員 動 向 

〇板橋明会員 平成 30年７月 26日（木） 

 中部山岳国立公園における自然公園の利用指導や事故防止・自然保護思想の普及啓発等の功績に

より、平成30年度自然公園指導員環境省自然環境局長表彰を受賞されました。 

〇退会者 北野喜行（会員番号 11731） 

山 行 計 画 等 案 内 
・11月10～11日 五支部合同懇親山行（比良山系・蛇谷ケ峰） 

・11月 20日   役員会 

・12月 1～2日  年次晩餐会・記念登山 

・12月 6日     12月例会・忘年会 

・12月 18日    役員会 

 

編 集 後 記 

この夏も大きな災害が各地を襲いました。特に、７月の西日本豪雨、９月の北海道胆振東部地震による被

害は、一夜にして見渡す限りの山容が一変するほどでした。 被災された日本山岳会・他支部の会員の皆様に

お見舞い申し上げます。新たな役員によって運営された富山支部の活動には大きな支障もなく、会員各位の

熱意とご協力により 109号の発行となったことは幸いです。 

末筆ながら、長らく家事都合により幽霊会員でしたが、山行を再開し、編集のお手伝いをさせていただく

ことになりました。編集作業に不慣れで、ご迷惑をかけることもあるかと思いますがよろしくお願い申し上

げます。                                    (正橋立子 記)  
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