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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 奥医王山 939m・白兀山
し ら は げ や ま

896m 

 

期日：2019(令和元)年 9月 16日(祝)  

参加者：木戸、渋谷、近藤、松本、河合、浦井（直）、浦井（正）、石原、本郷、北田、 

一般参加者 19名(内子供 5名) 

 道の駅福光に定刻集合 8時に出発し夕霧峠(菱広峠)登山口へ向かう。イオックスアローザスキー

場がキバナコスモスのイベント開催中のため、登山口までは支部会員の車により分散移動となる。

今年は「山の日」が制定されてから 4 年目。これまで 5・6 月実施の一般募集登山は城ヶ平山、八

乙女山、夫婦山で、8月 11日の「山の日」に合わせた親子登山は、大鷲山、高落場山、来拝山（雨

で尖山に変更）で実施してきた。今年は暑さを避け 9 月に一般募集と親子登山を合わせて実施し、

小学校 3年生から 70歳までの幅広い年代の参加となった。 

 天候は曇りで登山行動中にさほど雨に降られることはなかった。夕霧峠を出発し、初めに奥医王

山を往復、次に白兀山
しらはげやま

に登頂し、蛇尾山を経由して全員無事に夕霧峠へ戻り昼食となった。途中、

西側の視界が開け河北潟や金沢市街が、また東側にはイオックスアロ－ザスキー場の黄色いコスモ

ス畑が望めた。松本会員作成の解説書を配り、支部会員による歩きながらの解説を聞きながらの楽

しい登山となり、一般参加者からは大変好評であった。道の駅福光で解散。その後 14 時頃には、

福光周辺で大きな雨が降った。（次ページに写真）             （本郷潤一 記） 
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奥医王山にて                 白兀山
しらはげやま

にて 

［コースタイム］夕霧峠 8:51----奥医王山 9:27・9:38下山---夕霧峠 10:07、 

夕霧峠 10:20---白兀山 11:05・11:15下山---夕霧峠 12:00     

 

「山の日」記念親子登山・下見山行 

期日：2019 年 7 月 31 日 

参加者：本郷、渋谷、近藤 

 下見に 3 人で出かけた。「ぬく森の湯」近くの林道から百万石道路へ車を走らせた。緑濃いこの

道はあまり広くはないが舗装され走りやすい。9 時半、国見平につきセンターで当日駐車の件を依

頼し夕霧峠へ向かう。下界は 35 度を超す猛暑日の予報だがここは標高 800ｍ、風が爽やかだった。

10時奥医王山へ歩き出す。登り口から見返り杉まで 288段と書かれた標識板があり整備された階段

状の山道が続く。第一休憩場所から金沢平野、砺波平野双方が見える。湿度が高く立山の峰々は見

えなかった。途中の龍神池を見たりしながら、ヒグラシの蝉時雨の中、コースタイム通り 40 分で

奥医王山頂上に着いて一等三角点に触れる。                                  

ついで白兀山へ向かう。途中からケモノ道を通り蛇尾山を経て白兀山へ。蛇尾山頂上の下のちょ

っと開けた場所に「DAO-TERASU」と書かれた洒落た看板が掛かっていた。ここもコースタイム通り

で白兀山へ到着。頂上は日陰も少なく風もあまり通らない。昼飯を食って早々に下山に向かった。

ただ此処あたりにクロアゲハ、ヒョウモン、アサギマダラにオニヤンマ、アキアカネなどが乱舞し

ていた。花はリョウブ、山紫陽花、コメツツジぐらい。渋谷会員から希少種になりかかっている「ツ

クバネソウ」を教えてもらった。帰りはイオックスアローザスキー場へ下り管理事務所で 9 月 16

日の駐車場使用をお願いし、その足で法林寺温泉へ行き一汗流して帰宅した。 （近藤 晋 記） 

 

                               

今年の「山の日」から 

○「山の日」関連テレビ放送 

 6 月下旬、富山テレビ放送の矢野アナウンサーから「播隆上人について聞きたい」と電話があり

応対した。8 月 11 日の「山の日」に放送する特別番組の参考にしたいということであった。当日

はいくつかのテレビ局で「山の日特集」と銘打った番組放映があった。「山の日」が放送メディア
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に取り上げられ国民的行事として認識されてきていると感じた。私が確認したこの日の放送番組は

以下の通りであった。 

放送局 番組タイトル 放送開始時間 時間 

BBT 富山テレビ放送 「北アルプス槍ヶ岳への旅」 

「日曜夕刊 山の日/まちなかでプチ登山」 

8:25 

17:30 

60 分 

― 

KNB 北日本放送 ｢天空の剱~風吹ジュン北アルプス屈指の岩峰へ｣ 16:00 55 分 

チューリップテレビ 「高尾山で健康」  7:00 30 分 

NHKBS プレミアム 「にっぽん百名山スペシャル」 13:30 90 分 

○「とやまの山岳環境整備ボランティア」 

 8 月 4 日、立山天狗平、弥陀ヶ原で行われた標記活動に参加した。現地で主催者が挨拶で「山に

親しむ機会を得て山の恩恵に感謝する山の日」と述べられた。そこで初めてこれが「山の日」の行

事の一環として行われていることを知った。一般参加者と世話役のナチュラリストで約 180 名、行

事役員約 40 名が参加した。主催は富山県自然保護課で環境省レンジャー、富山農林振興センター、

富山県森林研究所の方も参加し協力されていた。作業内容は、木道に滑り止め防止用板を固定する

ことおよび外来植物の除去であった。 

○「山の日」に思ったこと 

山関係者が「山の日」制定に向かって熱心に活動していた頃、私は支部の事務局長だったことも

あり関心を持っていた。しかし法が制定され実際に施行されるようになると一区切りついたような

気持ちになってしまった。今年何気なく参加したボランティア活動で図らずも行政が主催する行事

というものを体験した。そして国の制度になったということは行政が必然的に主体となるというこ

とに遅まきながら気づいた。こうして「山の日」をきっかけとして環境活動や広報を進めている姿

を見ると、一体 山屋としては今後「山の日」に何をしていくのか、あるいは山屋の役割とは何か

と考え込んでしまう。一方地元のテレビ局が播隆上人に関心を持って「山の日」に放映したことは

嬉しいかぎりであった。メディアの影響は大きいので富山の人に播隆の名が多少は知られるように

なったのではないかと期待している。ともあれ世の中に市民権を得て確実に定着に向かっているよ

うに思えた今年の「山の日」であった。                    （金尾誠一 記）    

 

高清水山(1,145m)、高落場山( 1,122m) 

期日：2019 年 6 月 24 日（月） 

参加者：山田、渋谷、瀬川、菅田、近藤 

 8 時 40 分城端大鋸屋駐車場で待ち合わせ山田、渋谷、瀬川、菅田に私の 5 名で山田車に同乗し 

旧林道温泉横の林道から縄ケ池へ向かった。304 号線からの道が不通になっていて、この道が「縄 

ケ池」への進入路となり道標も設置されていた。緑、翠，碧一面の山道ドライブをしながら登山口 

の「ひだまり峠」へ到着し 9 時半、最初に高清水山へ登ろうと道宗道を歩き出した。少々ガスで靄 

って遠望は望めなかったが、ヤマボウシやヤマツツジなどの花を愛でながら 10 時すぎ二股のブナ 

の大木のある頂上へ到着した。よく手入れされた道宗道の道端に太いワラビも生えており菅田会員 

せっせとワラビ採り。 
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空は薄暗く雨の来ぬ間にとすぐ下山し 11 時に次の高

落場山へと高沼山の登山口から登りだした。この頃靄も

一段と濃く立ち込めブナ林はまさに幽幻の世界のよう、

何とも言えない風情を感じながら 11 時 40 分頂上へ到着

しここで昼飯とする。 

今の時期は花は少ないがサワフタギやアジサイなどの

白花が目立つ。頂上のすぐ近くに珍しい花「ショウキラ

ン」が薄紅色の花をつけていた。その横に「私は白花シ

ョウキランです」と言わんばかりにギンリョウソウも生

えていた。帰りも兜ブナ、コブブナ，ゾウブナなどの奇

木の生えているブナ林をゆるゆる散策しながら下山、車に乗ったら雨になってきた。まだ時間も早

かったので、つくばね森林公園の「森の家」へ寄ってこれも珍しい「ツチアケビ」を見ようと車を

走らせた。都久波祢社の裏に芽を出したばかりの小さなツチアケビがあった。一昨年 8 月親子登山

でここを訪れた時は見事に咲き誇っていたのを思い出した。横の池にはモリアオガエルの泡状の卵

が鈴なりにぶら下がっていた。我々以外誰もいないここへ福井ナンバーの車が一台入ってきた。地

元の瀬川会員の言うには、ここは「アカショウビン」が多く見られるのでマニアがバードウオッチ

ングによく来るのだそうだ。雨も小降りになり車で下山途中、原山牧場辺りから水田に浮かぶ散居

村の大パノラマも楽しめ充実した里山歩きを堪能した。            （近藤 晋 記）                  

 

７月例会山行 出羽三山、月山(1,984m)登拝 

 期 日 2019年 7月 13日（土）～14日（日） 

 参加者 渋谷、本郷、松本、浦井（正）、石原 

13 日、午前 5 時 30 分流杉スマートＩＣを渋谷さんの車で新潟へ向かう。関川村にある「藤島蔵

書」を訪ねるため、日本国に登るのをやめ、一路新潟県関川村へ。「藤島蔵書」は「川北ふれあい

自然の家」にあり、浦井さんの案内で 9 時到着。日本山岳会越後支部会員の平田大六さんはじめ、

「関川山の会」７名の歓迎を受けた。関川村出身の浦井さんとは皆さん顔馴染みで歓待を受け和や

かな雰囲気で自己紹介する。平田大六氏からは「藤島蔵

書」6,000 冊について説明を受けた。藤島 玄氏が遺さ

れた「登山ノート」の記録（65年間の記録）や藤島氏が

遺した蔵書の寄贈をうけ、平田氏が保管していたものを

整理し、3 階の旧小学校図書室に保管されている。藤島 

玄氏と富山支部会員であった広瀬 誠氏との親交もあ

ったようで広瀬氏から寄贈された著書もあった。また、

越後支部会員であった五十嵐篤雄氏の蔵書も寄贈され

ていた。「山岳」の 1号からなど大変貴重な資料等も 

（図書室内・閲覧には事前予約が必要） 見受けられ、ゆっくり閲覧したい物だと思いながら、 

 



 

 

5 

 

次の予定もあり約 2時間でお暇した。 

 国道・高速道を走り、山形県鶴岡市を目指す。

出羽三山詣では、羽黒山が「現世」、月山が「前

世」、湯殿山が「来世」を表すとされ、三山の神々

を合祀するお山で羽黒修験道として今に伝えて

いるということである。14 時過ぎに羽黒山に到

着、五重の塔を参拝の後、歩いて行けるのだが、

時間短縮のため、有料道路を利用して三山神社

を参拝、今日の宿泊地、湯殿山参籠所へ向かう。

16 時過ぎに到着した。立派な建物で、風呂・温泉もあり、豪華な？夕食で明日の月山登拝に乾杯。

お神酒が足りなかったのか、効き過ぎたのか、夜中

に雨音に目が覚める。 

朝になっても天気の回復に望みなし。湯殿山神社

からの登りをあきらめ、登山口を変更することに。

だが、湯殿山参籠所への自動車道のゲートが 7 時 45

分でないと開かないという。時間待ちをして出発。

リフトのある姥沢の駐車場に 8時 30分に到着。登山

準備後リフト乗り場から 15分でリフト上部(1,510m)

へ到着。ここから姥ケ岳コースを月山頂上へ向かう。

リフト上部では曇り空であったが、天気が悪くなる気配に、雨具を付ける。霧が霧雨になり風も出

てくる。雪渓を詰めるとまもなく姥ケ岳(1,670m)に着く。途中の雪渓では、スキーを楽しんでいる

若者が多くいた。姥ケ岳と湯殿山からの分岐(1,688m)を過ぎると高山植物が目に付くようになる。

ニッコウキスゲ、ハクサンチドリ、ハクサンボウフウ、マルバシ

モツケ、イワカガミ、チングルマ、ノビネチドリ、ハクサンイチ

ゲ、ハクサンフウロ、など名前を上げればきりがない花の山であ

る。花の数は 130種以上に上るそうで、珍しいものでは、ヒナザ

クラがあった。ハクサンチドリの葉に紫色の斑点があったので、

調べて見るとウズラバハクサンチドリということであった。田中

澄江は『花の百名山』で月山の花にウズラバハクサンチドリをあ

げている。羽黒山ではミヤマヨメナを百名山の花としているが、見ているかもしれないが花を知ら

ないので分からなかった。 

月山頂上に近づくにしたがって、登りがきつくなる。12 時頂

上(1,984m)に着く。月山頂上小屋は雨・風を避けた登山者で満

杯の状態だった。500円払い月山神社でお祓いを受けた。風が強

く寒いので昼食後、下山することにする。復路は牛首(1,729m)

から近道のルートでリフト上部へ下る。リフトに乗るころには

雨も上ってきた。今回は天気が悪く、出羽三山の奥宮の湯殿山

神社に参拝できなかったが、羽黒山で三神合祭殿を参拝したの



 

 

6 

 

で、出羽三山を参拝したことになるであろうと一人納得。東北は遠い、車に乗っている時間も長か

ったが、渋谷会員には運転大変だったと思う。無事、予定時間に流杉スマートＩＣに帰ることが出

来たことに、感謝！悪天で月山からの眺望がきかなかったのが残念であったが、霊峰を巡る快適な

2日間であったと家路についた。                     （松本 睦男 記） 

 [コースタイム] 13 日 5:30 流杉 SIC-7:15 米山 PA-8:30 黒崎 IC-9:00～10:50 関川村,「川北ふ

れあい自然の家」-14:15～14:50 羽黒山五重塔参拝-15:00～15:25 羽黒山神社-16:20 湯殿山参籠所

（泊）  14日 7:45湯殿山参籠所-8:30姥沢駐車場-9:03スキーリフト乗り場-9:18リフト上部 

 –12:00～12:40月山頂上-14:05リフト上部-15:15蛯沢駐車場-21:00流杉 SIC 

 

    ８月例会と暑気払いの報告           

 

期 日 2019 年 8 月 6 日（火） 

参加者 23 名 

恒例の例会を富山駅前の CiC3 階とやま市民交流館にて開催した。今回は例年の山行報告とは内

容を変え、古き記録映画を鑑賞して当時の登山形態や服装等の比較も考えてみようという趣旨で開

催した。23 名の参加者を得て、1967 年公開のガストンレビュファ監督による「天と地の間に」を

鑑賞した。製作･監督･脚本・主演をすべて一人で担当したもので 1961 年のイタリアのトレント市

主催の第 10 回国際山岳探検映画祭グランプリを受賞した有名な山岳記録映画である。 

山を始めたころからガストンレビュファという名前は脳裏に焼き付いており、私は「星に延ば 

されたザイル」しか見ていなかったためにとても興味深く見ることができた。今日の参加者は皆さ

ん同じ思いを持って山に接して来られたのだという共通点を再認識したことも新鮮な感覚として

感じることができた。もう何回か見た方もいたようだったが、富山支部会員としてこのように一緒

に見るということは初めてだった。この余韻に浸りながら、暑気払い会場の高志会館ﾋﾞｱｶﾞｰﾃﾞﾝに

場所を移した。今年は猛暑続きでビールの味も格別だった。年に 2 回の例会時には、会員の近況報

告もまとめて配布しているが高年齢化を再認識する機会となってしまっている感もある。とにかく

皆さん元気で山への関心を強くしながら、歩んでいきましょう。       (河合 義則 記) 

                                                   

      

第 44 回県民登山教室・北八ｹ岳に参加して 

 

期 日 2019 年 8 月 31 日(土）～9 月 1 日(日) 

参加者 本郷、広瀬、菅田、石渓、瀬川、渋谷、その他山岳連盟スタッフ 5 名 

    一般参加者 27 名 

山岳俳人の福田蓼汀は、八ヶ岳登山に始まり日本各地の山々を踏破した。「神の山仏の山も眠り

けり」の句がある。山小屋の夜、その日の登山が辛いものだったら、概して「いやな夢」を見る。

黒百合ヒュッテの夜の夢は楽しいものだった。緑の絨毯に抱かれて眠る。シラビソなど緑一色の針
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葉樹の森、林床は濃緑の苔の絨毯を敷き詰め、頂に登れば北海道の原野を想起させるような濃淡の

台地が広がる。神も仏もおわします八ｹ岳の山々。お世話いただいた皆さんありがとうございまし

た。来年の県民登山の山小屋でもいい夢を見たい。          （渋谷 茂 記） 

[コースタイム] 1 日目 渋温泉---唐沢温泉分岐---黒百合ヒュッテ---東天狗岳---黒百合ヒュッ

テ 2日目  黒百合ヒュッテ---高見石小屋---白駒池分岐---麦草ヒュッテ---五辻--- 

北八ｹ岳ロープウェイ乗り場--北横岳ヒュッテ--北横岳--北八ｹ岳ロープウェイ乗り場 

  東天狗岳と西天狗岳 

 

憧れの剱沢～仙人池～阿曽原温泉～欅平を歩いて 

期 日 2019 年 9 月 16 日（祝）～19 日(木) 

参加者 正橋、非会員 1 名、多賀谷ガイド 

憧れの裏剱に行くか止めるか迷った挙句、8 月末にようやく多賀谷ガイドに連絡を取ったところ、

温暖化の影響で剱沢雪渓の状態が悪いからすぐに行った方が良いと返事があった。10 月の連休に

紅葉を楽しむ予定を切り上げて、急遽 9 月半ば行くことになって慌ただしく準備をした。 

 1 日目：立山駅で待ち合わせ、すぐに装備をチェックされて着替えや不要な装備を取り上げられ

た。ザックが重い分、雷鳥坂を登る足が重いが、天気が良くて気持ちよく剱御前小舎に着いた。連

休を１日ずらすと、小屋も空いていて快適だ。 

 2 日目：今日も晴れ。剱沢の大雪渓に出て、ハーネス・アイゼンを着けて、初めてアンザイレン

する。3 人だけだが歩幅が違い、ザイルの間隔が短いので思った以上に歩きにくい。やはり、雪渓

の状態が悪いので、10 分くらいで夏道に上がってほっとした。上から眺めると大きなスノーブリ

ッジが見て取れる。長次郎出合いで、長次郎谷を見上げる。来年は長次郎谷から剱岳への挑戦を勧

められて、すっかりその気になった。真砂沢ロッジでゆっくり休んで、仙人新道の急登にかかる。

チンネ、三ノ窓雪渓と初めて見る眺めに見とれた。体力温存のため、池の平小屋への寄り道は諦め

仙人池へ向かう。仙人池ヒュッテで、若主人が作る ばあちゃん直伝の手料理に舌鼓を打った。 

 3 日目：夕べから降り出した雨が上がらないが出発した。雲切新道は、毎年 雪解けのときに登山

道が抉られて谷底へ滑落の危険があり、ここ数年で 3 人犠牲になっているということで、多賀谷ガ

イドも初日から気にかけていた。危険な個所にはロープが張られたと、小屋で聞いて慎重に進む。

いろいろなところで道の補修がされていて、ロープやはしごを有難く使わせてもらう。雨のおかげ

で折尾の大滝の水量が多くて、美しい姿を見ることができた。仙人谷ダムへ降りた頃には、雨も上
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がった。阿曽原温泉小屋でご主人にあたたかく迎えられ、露天風呂を楽しんだ。 

 4 日目：晴れ。いよいよ最終日 下の廊下の水平歩道を進む。もともと資材を運んだ道だけに、

写真やテレビ画面で見るよりも道幅があり、それほど怖くはないが、足が疲れているのでバランス

を崩さないようにゆっくり進む。ほぼコースタイム通りで欅平へ下りることができた。天気にも恵

まれて、大満足の 4 日間だった。 スクワットして鍛え直し、来年は長次郎谷に挑戦しようと決め

た。                                                   (正橋 立子 記) 

   

剱沢雪渓にて多賀谷ガイドと     仙人池            水平歩道－大太鼓付近 

[コースタイム] 

1 日目 10:30 室堂ターミナル—10:50 みくりが池－11:00 エンマ台―11:50 雷鳥平(昼食)－ 

14:15 別山乗越―15:15 剱澤小屋(泊) 

 2 日目 6:00 剱澤小屋―7:20 平蔵谷出合い―7:45 長次郎谷出合い－8:20 真砂沢ロッジ－ 

10:20 二股―13:40 仙人峠―14:00 仙人池ヒュッテ(泊) 

 3 日目 6:00 仙人池ヒュッテ―8:00 仙人温泉―12:30 仙人谷ダム－14:00 阿曽原温泉小屋(泊) 

 4 日目 6:00 阿曽原温泉小屋－水平歩道 －12:00 欅平 

 

   全国支部合同会議の報告    

日 時：9 月 28 日（土）～9 月 29 日（日） 於：プラザエフ（東京・四谷） 

【１日目】13:00～17:00～懇親会（立食） 

① 会務報告 ②支部助成事業経過報告  ③登山教室指導者養成講習会の報告と計画 

④ 「山の天気ライブ授業」について   ⑤登山計画書提出状況と事故事例について 

⑥ 「山の日」事業委員会報告      ⑦準会員制度について 

⑧ 公益法人について          ⑨会計報告書と寄付の取り扱いについて 

⑩ 全国「山の道」踏査について 

【２日目】9:00～12:30～昼食（弁当） 

⑪ 家族登山の全国ネットワーク構築のお願い 

⑫ 支部アドレスを利用したネットワークについて 

⑬ 会員名簿について  ⑭旅行業法について    ⑮年次晩餐会について 

⑯ 令和 2 年度全国支部懇談会の開催（宮崎支部） 

どの項目についても担当者の熱意が伝わり特に「会計報告と寄付の取り扱い」と「旅行業法」は、
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日頃から自分が関心を持っていた身近な議題でしたで参考になりました。会議の詳細は丁寧に編集

された資料をご一読ください。今回の会議に出席させていただきましたが、今後も機会があれば執

行部以外の会員も参加され、本部や各支部の方々の活動を直に目にされれば日本山岳会に対する理

解が深まると感じました。私に今回の会議に出席する機会を与えてくださった方々に感謝し今後の

活動の参考にしたいと考えております。                 （森田 裕子 記） 

 

                「日本百名山」を登頂して    

            

令和元年 7月 18日、十勝岳（2,077m北海道）登頂により、「日本百名山」登頂を達成しました。 

 一般に「日本百名山」を登頂するには、時間と予算がポイントと言われるが、如何に安く、体力

ある年齢の内に登るかがポイントだった。昭和 30年代に「日本百名山」を選定した深田久弥の時

代と比較し、私にとって 5つの要因が大きなアシストになったと考えている。 

【1】インフラ・技術の進歩：道路網の整備により移動の負担が軽減され、コンビニの普及により

24時間食糧調達が容易になり、カーナビにより登山口まで容易にたどり着けるようになり、スマ

ホ・ＧＰＳにより現在地・ルートの確認が容易になった。 

【2】車中泊：ワンボックスカーの後部座席を倒せばそのままベッドになる。最近の道の駅は、携

帯電話の通話が容易であり、トイレも綺麗で車中泊に特に不便はなかった。 

【3】ハシゴ登山：北海道の 9山は遠征 2回だったが、1回目の遠征(2018年)では 6山を 9泊 10日

で踏破した。 

 8/24（金） ＰＭ 富山→(マイカー）→新潟港→(フェリー) 

  8/25（土） →苫小牧東港→道の駅ルスツで車中泊 

  8/26（日） →後方羊蹄山 1889m→まっかり温泉→ 

  8/27（月） とよぬか山荘→額平川渡渉→幌尻山荘 

  8/28（火） →幌尻岳 2052m→びらとり温泉→道の駅樹海ロード日高で車中泊 

8/29（水） →雌阿寒岳 1499m→野中温泉→道の駅パパスランドさっつるで車中泊 

  8/30（木） →斜里岳 1547m→ウナベツ温泉→知床国設野営場で車中泊 

 8/31（金） →羅臼岳 1661m→岩尾別温泉→道の駅ひがしかわ道草館で車中泊   

 9/1 （土） →大雪山旭岳 2291m→苫小牧東港→（フェリー） 

  9/2 （日） →新潟港→(マイカー)→富山 

【4】ついで登山：気象予報士や労働安全コンサルタントの資格試験、大学の同窓会、ねんりんピ

ック(2017年 9月秋田県)の視察などの「ついで登山」により時間、交通費＆宿泊費を節減した。 

【5】放し飼い：夫婦で日本百名山をやっている羨ましい方にも多数お会いしたが、我が家の場合

は「犬は庭で放し飼い」、「旦那は家の外で放し飼い」だ。このような家庭環境を作り上げるのが一

番重要だと思う。皆さまは5つの中でどれが一番重要だと思いますか？ 判断は各自にお任せする。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 さて私の「日本百名山」登山の出費を簡易に試算したところ、交通費と宿泊費で約 100万円弱だ

った。一般には 200万円～300万円かかると言われている。確かに日本で一番人口の多い東京都の
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住人が一番百名山の多い長野県の山を登ると仮定すると、交通費約 1 万円、山小屋一泊約 1 万円、

その他を含めると一山当たり 2万円～3万円位かと思う。だから 200万円～300万円はそれなりに

妥当な金額と思われる。深田久弥の時代と比べて、「日本百名山」踏破はかなり容易になった。人

生 100年時代と言われる昨今、高齢者にとって人生の新しいチャレンジに適していると思う。振り

返ってみると、山の景色だけではなく下山後の温泉もそこそこ楽しめたが、地方グルメまでは事前

調査不足だった。私流の「車中泊」「ハシゴ登山」の限界だったと思う。富山支部の方で続いて「日

本百名山」を狙われる方には是非、百名山にプラスして温泉と地方グルメで充実した報告を期待す

る。                                                 （宮崎 勇人 記） 

 

 

 

 

百山目の十勝岳山頂にて 同行の金尾会員と 

 

 

 

播隆研究会たより No.3 

１．本覚寺「釋氏窟法要」に参加 

8 月 24 日午前 9 時から高山市上宝村本郷、本覚寺で開催された「釋氏窟法要」に参加した。本

覚寺は文政 6 年（1823 年）播隆上人が笠ヶ岳再興に成功した際に当時の住職椿宗和尚の協力を得

たゆかりの寺。「釋氏窟」は播隆上人が修行をされた「杓子の岩屋」のことで、椿宗和尚の書かれ

た「大ヶ嶽の記」には「釋氏窟」の記述がある。例年、8 月下旬に岩井戸にある「杓子の岩屋」で

行っている法要だが、昨年の豪雨で岩屋周辺の道路が被害を受け工事中とのことで今年は本覚寺本

堂で行われた。本堂には播隆上人直筆の名号軸、笠ヶ岳頂上で発見された上品阿弥陀如来のレプリ

カが安置された。9 時から始まった法要は住職の読経に始まり、門信徒約 20 名に加え富山支部の

金尾・北田会員が参加し焼香した。 

住職からは本堂での開催となった道路被害の状況、播隆上人の笠ヶ岳再

興と本覚寺の関わり、播隆上人が笠ヶ岳頂上に安置した上品阿弥陀如来の

説明があり拝観した。また、「大ヶ嶽の記」（椿宗和尚）、「迦多賀嶽再興記」

（播隆上人）、「迦多賀嶽再興勧化帳」（椿宗和尚・播隆上人）の原本など

寺に残るゆかりの品が開帳された。 

なお、本覚寺本堂は東を向いて建立されており笠ヶ岳が正面に望める現

在地で再建された経緯があるとのことで、特に 8 月 15 日頃には笠ヶ岳の

方向から朝日が上がり本堂を照らす荘厳な光景が体験できるとのことで

あった。 

２．岐阜正道院「播隆講」 

10 月 21 日（月）14 時から岐阜正道院にて「播隆講」が開催されます。 
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また、当日 19 時～20 時 30 分の予定で、美濃加茂市の中山道太田宿において「小松屋の夕べ・山

の話と播隆さん」が開催され、長野県大町山岳博物館学芸員の関悟志氏による「北アルプスの後立

山連峰をめぐる山岳文化史」と題した講演があります。            （北田 幹夫 記） 

                                          

         蓮如上人御影道中（2）    

四日目、御上洛ルートの難所、栃の木峠越えであった。「標高 539m、越前と近江の国境」の峠ま

では長く続く上り坂であった。先頭でロープを引きながら「ヨイショ、ヨイショ」の声をかけてい

る時、皆の心が一つになったように感じた。峠に着いて記念写真撮影。休憩場所には滋賀県の方か

らアイスモナカの差入れがあった。毎年、恒例であるそうだ。力を思い切り出した後にいただいた

アイスモナカの味は格別であった。まぶしいばかりの新緑の山々を下り木之本に至った。ここも昔

ながらの宿場の雰囲気を醸し出す家並みが残るところであった。自主参加者は宿場街の中の空き家

となった一軒家に泊った。風呂はなく食事も買い出しのコンビニ弁当であったが由緒ある家のつく

りがとても好ましくそれだけで満足であった。同宿の方とうちとけて雑談している中、聞けば愛知

県からこられた 81歳、理学博士のお話を拝聴した。「どこにも忖度する必要のない立場の人の話は

信用できる。仏教の把握には、浄土・禅・法華・密教の理解が必要」という言は大いなる示唆とし

ていただいた。 

翌朝、これまで吉崎から共に歩き完歩を目指していた

方が帰って行かれた。残念ながら足の状態が悪くこれ以

上歩くことができないとの判断であった。 

五日目、木之本から長浜に入る。この日私が恐れてい

た腰痛の兆しがでてきた。先頭から外してもらいお輿の

後ろからついていくことにさせてもらった。この日の最

後の会所には遅れて一人到着する羽目になる。会所の方

に聞けば自主参加者はマイクロバスに乗って移動して行

かれたとのこと。この日の宿泊場所も知らされておらず

困ったが、伴走車の方と連絡がとれ合流でき事なきを得

た。宿は琵琶湖湖畔の国民宿舎「豊公荘」であった。風呂に入り同行の女性から腰に湿布薬を貼っ

てもらい感謝する。同部屋になった「御影道中協力会」の方や先導役の方と初めてゆっくり言葉を

交わすことができ、道中のエピソードや歴史について色々教えていただくことができ収穫であった。 

六日目、このところの御婦人方が腰を下ろして膝を曲げて合掌される姿がたびたび見られた。と

ても敬虔で印象に残る美しい姿であった。ロープを引きながら近江商人の故里を通りながら気づい

たのは、学校が押しなべて立派だということだった。この日は久しぶりにお寺の本堂で寝る。初め

て供奉人の方と食事、寝所を共にした。 

七日目、おだやかな近江路から草津に至りお寺泊。この日も供奉人の方と同泊であった。夕食後、

街中にある銭湯に行く。 

八日目、最終日。瀬田の唐橋を渡ればもう京都も近い。膳所のお寺で音楽法要があったが道中で

唯一であった。逢坂の関を越え山科。ここの別院で完歩賞の授与式。男性 5名、女性 2名であった。
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私もいただき感激した。東山を越え京都の中心街に入り、町行く人たちの好奇心に満ちた視線を浴

びながら東本願寺に無事到着した。阿弥陀堂で帰山式が行われ解散した。 

初めて御影道中に参加して、充実した八日間を過ごすことができた。まず参加できたこと、途中

腰痛で怪しくなった時も何とか続けることができたこと、いろいろな方と出会い、語り、貴重な示

唆を受けたことも多くの人のおかげと感謝したい。長く山登りをしてきたおかげというか、団体行

動での身の処し方、歩くことにおいての要領、長時間にわたる行動にもついていけるだけの心持等

はすべてこれまでの経験の賜物であったような気がしている。また、こうした素晴らしい伝統行事

に参加できたことは、私のこれからの人生にとっても大変貴重なことであった。（金尾 誠一 記） 

                                                         

                                                                                                               

☆会員動向   

〇退会者 準会員 濁川暁（会員番号 A0033） 

 

☆山行計画等案内      

月 日       内 容          集合時間・場所    申込み先等  

10 月 22 日(祝) 大鷲山偵察山行           8:00AM 朝日町役場  本郷  

10 月 31 日(木) グルジャ・ヒマール初登頂 50 周年記念  

映像と講演の夕べ （富山県山岳連盟主催）          

6:30PM  富山市民プラザ アンサンブルホール  

内容・記録映像「グルジャ・ヒマール」上映    (撮影:下田健一隊員) 

・講演会「朝日岳からヒマラヤへ－回想の山々」講師：薬師義美 隊長 

・登山隊員による座談会            

11 月  9~10 日  五支部合同懇親山行・大鷲山他                      事務局・河合、本郷 

11 月 16~17 日 平村・梨谷川「美し谷遡行」                渋谷 

 

 

編 集 後 記 

10月中旬になると涼しくなって、夏の猛暑を忘れかけているが、富山県警によると今年の7～8月の

山岳遭難・事故件数は、80件を超えて4人死亡、1人不明となった。原因が熱中症によるのも特徴的

だった。確かに、北アルプスも暑かった。また、局所的に天候が悪くて、中止や延期となった山行

がいくつもあって、会報の記事も変更を余儀なくされた。さらに、10月に入っても黒部水平歩道で

滑落死亡事故があって、今年の死亡者は、13人となった。無理のない計画が大切だ。（正橋立子 記) 
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