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公益社団法人日本山岳会富山支部
黒部・立山ジオパークについて

あいさつ

支部長 鍛治哲郎

不気味に暖かい冬でした。私ごとですが、寒中に背戸のシイタケが顔を出し、収穫を楽しみにし
ていたら山から降りてきたサルに先を越され、ウメとフクジュソウがいつもより一ヶ月は早く開花
しました。札幌雪まつりや南砺国体では雪不足で自衛隊が出動する始末。かと思えば、海の向こう
では大寒波に見舞われた国があり、干ばつ下のオーストラリアでは森林火災で北海道を超える面積
が焼け、恵みの雨で鎮火に向ったのもつかの間、今度は、降り続く雨で洪水の被害が出ました。
このようなことが続くと、地球がおかしくなっていると考えざるを得ません。山に登る者として
は従来の常識が通用しない時代になったことを前提に計画し行動する必要があります。かつて北海
道の冬山で気楽なのは雨の心配がないことでした。気温は低くても濡れなければ快適です。今は札
幌近郊やニセコでは真冬でも雨に備えるそうです。登山道やブッシュを気にせずルートを選ぶこと
ができるのは雪山の魅力です。しかし、例えば、昨年の五支部合同スキー山行では登山口からスキ
ーを担いでブッシュの尾根に取りつきました。今年の五支部は端からスキーは諦めざるを得ない状
況でした。梅雨や台風も「季節外れ」が常態化しつつあります。
山岳関係者の高齢化や世代交代に加え、山小屋のヘリコプター問題や災害による林道の閉鎖など
山の様子が変わりつつあると感じておりましたが、今冬の異常な暖かさにその思いを一段と強くし
ました。山が変われば登る人も登り方も変わっていくのだと思います。今後の登山界がどこに向か
うのか、確たる予測はできませんが興味のあるところです。
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第 11 回

山岳講演会「田淵行男の世界」を開催

期日：2020 年 2 月 20 日
参加者：40 名
令和 2 年 2 月 20 日に「第 11 回山岳講演会」(日本山岳会
富山支部主催、富山県山岳連盟協賛、北日本新聞社後援)が
富山市民交流館において開催された。今回は「安曇野のナチ
ュラリスト 田淵行男の世界」－私が出会った偉大な博物学
者の作品と生涯－というテーマで、日本山岳会信濃支部の前
事務局長で現総務委員長、田淵行男記念館友の会会長の古幡
開太郎氏に講師をお願いした。山岳写真や高山生物の生態調
査の先駆者といわれる田淵行男の貴重な資料とともに紹介いただいた。古幡氏は田淵行男の人生
とその功績についての造詣が非常に深く、田淵氏と古幡氏の二人の生き方に引き込まれるような
印象を受けた。
話を聞きながら私が感じたことは、日本における山岳関係の学術的生態調査や地道なフィール
ドワークは、カリスマ的先駆者による功績が非常に大きい。当時はカメラ等の記録機器も満足な
ものがない時代に工夫と改良を重ねて、貴重な資料として残したり、細密な形態を生物画として
アートと呼べるくらいに作画したりとか、その情熱には敬服せざるを得ないという、感動さえ湧
いてくるのである。
田淵行男は、1928 年に勤めた最初の職場が富山県の旧制射水中学校(現：新湊高校)だったとい
うことで、富山県でもっと注目されてもいい人物である。2
年弱の勤務の後、東京の学校へ変わったという事であるが、
その後に安曇野に居を移して山岳写真や高山蝶、アシナガ
バチの生態研究等の功績を始めとして、戦争等もあった厳
しい時代を生き抜いた正にカリスマ的自然科学の先駆者で
あった。そのことを強く印象付けられた素晴らしい講演会
だった。

(河合義則

五支部合同懇親山行講演会・佐々木泉氏「黒部は生きている」
期

日：11 月 9 日（土）

参加者：44 名（次ページに記載）
佐々木氏は 1980 年から 1993 年まで富山県警山岳警備隊員として
活躍され、その後阿曽原温泉小屋を経営。前富山県警山岳警備隊協
力隊長としても活躍され、2019 年度自然公園功労環境大臣賞を受
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記)

賞されている。黒部での山小屋経営、登山道整備、遭難救助などの豊富な経験に基づいて講演いた
だいた。
先ず映しだされたのは黒部川「下の廊下」の十字峡。平成 7 年の大雨で劒沢が本流に合流する手
前にあった大きな釜が砂で埋まった。ところが、今では砂がすべて流され釜が復活しているとのこ
と。黒部ダムの影響で本流や棒小屋沢の水量は減少しているが、手つかずの劒沢の水量はすさまじ
い。小屋の近くの阿曽原谷の泡雪崩。樹がなぎ倒された跡がくっきりと残る。不思議なことに上部
の樹がなぎ倒されるものの下部の樹は無事に残る写真。上流からの泡雪崩が谷を越えて対岸に被害
を及ぼすとのこと。
下の廊下水平歩道整備の苦労。作業員は黒部ダムから現場まで走って行き、作業してまた走って
帰ることになる。扇沢からのバス時間に合わせてぎりぎりの作業をする。
今年は熊の出没が多いが黒部の山でも確認されている。その特徴は子熊 2 頭を連れた親子が多い
こと。昨年はエサが豊富で子熊が順調に育ったものの、今年のエサ不足で出没が多いに納得。
奥鐘山の大岩剥落で下の鉄橋が被害を受けたことがあった。鉄橋の修復工事前に上部の浮石、岩
などを撤去してほしいとの要請があり、ロープにつかまりながらローラー作戦で撤去作業を行う。
生きている黒部を実感する凄さ。小屋周辺で雨が降っていないにもかかわらず上流で降った雨で
発生した土石流。谷にあった摩耗した大岩がそのまま流されてくる。想像を絶する凄さ。
山を歩きながら普段と違う現象を五感で感じることの大切さ。樹や草の倒れ具合、匂いなどを観
察することでいつもと違う危険を知ることができる。
今年の山岳事故について。下の廊下周辺で 10 月の 2 週間で 5 件の転落事故が発生。その特徴は
それほど危険でもない所で滑落したり、歩けなくなって救助を求めるケースがほとんど。マスコミ
等で紹介され体力のない未経験者まで来る時代になった。そのため、マスコミの取材を選択してい
る。10 月は天気が悪かったが、小屋を閉めた後、11 月 2 日には 125 人がキャンプ場でテントを張
った。パーティは 3 人以上が少なく 1 人、2 人がほとんど。登山者は自分の実力を知ることが大切。
以上、貴重な経験談を伺った。

（北田幹夫 記）

五支部合同懇親山行
期

大鷲山(817m)

日 11 月 10 日(日)

参加者 他支部会員 29 名、富山支部会員 15 名 (鍛冶、木戸、山田、近藤、松本、本郷、渋谷、
金尾、河合、菅田、北田、森田、前田、瀬川、石原、正橋)
(A 班 17 名、B 班 24 名、フリー 3 名）
富山の人間は、雨が落ちていなければ「晴れ」と、表現するが、十分な天気で気分が良い。予定
より 30 分ほど遅れて、宿泊先の「バーデン明日」を車を連ねて出発した。A-1 班 7 名が境川河口
近くの登山口をスタートしたのは 9 時だった。A-2 班 10 名が続いた。登山口からいきなり急登を
進んだ。滑りやすい泥の道で、本当に晴れてよかった。先頭を仰せつかったが、五支部合同懇親山
行に参加するのは、実はこれが初めてで参加者のペースがわからなかったので、ゆっくり進んだ。
170m を 20 分ほどかけて登ると、送電用の鉄塔に着いた。ここで、点呼を取り進んだ。紅葉は、
盛りを過ぎているがまだ色づいた葉を楽しめた。50 分ほど登って休憩をとった。木々の間から富
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山湾が見える。まだ稜線に出ていないが、海へ向かって開放感があって良い眺めだ。東側の真下に
は新幹線の線路と高速道路が見えた。
さらに 50 分ほど登ると展望台(標高 500m)に出た。舗装された立派な林道がここまでついていて、
2 時間近く登ってきたのに少しがっかりだ。B 班は、9 時過ぎにこの展望台から山頂を目指した。
「大鷲山」という名の通り、山域に絶滅危惧種のイヌワシが生息している。この展望台付近は、
秋にはクマタカ・サシバなど猛禽類の渡りの観察ポイントで愛好家で賑わう。
10 分休憩を取って、B 班を追いかけた。稜線に出ると、ブナ・ナラ・ホウノキ・カエデなどの
落ち葉がたっぷり落ちていた。まだ ぬれ落ち葉になっていなかったのでふかふかして、踏みしめ
て歩くと楽しかった。山頂直下で、下山してきた B 班とすれ違った。ほどなく山頂に着き記念撮影
を済ませ、昼食をとった。山頂に着く頃には、雲が厚くなって展望は良くなかった。晴れていれば、
頂上からは、南西に剱岳、南東に白馬岳、朝日岳、西に加賀白山が見渡せ、眼下には親不知海岸と
黒部川扇状地が見下ろせる。北の海上に佐渡島が見えることもあるビュー・ポイントである。30
分ほど休んで、同じルートを降りた。登山道は滑りやすかったのに、下るペースを登りに比べると
上げてしまったのを反省しているが、全員無事下山した。B 班、A 班とも登山口に着いたところで
解散となった。参加者からは、目に入る人工物が少くて良いコースだったと好評だった。
（正橋 立子 記）
[コースタイム]
A班

9:00 登山口－9:20 鉄塔－10:50 展望台－12:05～12:40 山頂－13:20 展望台－14:50 登山口、

B班

9:23 展望台－10:55~11:35 山頂－12:45 展望台

A班

B班

大鷲山山頂にて

有澤さんを偲ぶ会・袴腰山（1,163m)
期

日：11 月 17 日（日）

参加者：本郷、渋谷、近藤、浦井夫妻、瀬川
有澤さんを偲ぶ会は、
当初 10 月 4 日に鉢伏山山行を計画した。
天候不順のため翌 5 日に変更し登山口の有峰林道小口川線ゲート
に集合したものの、やはり雨模様となり中止となった。
その後、11 月 16 日の袴腰山山行を「有澤さんを偲ぶ会」とし
たものの、これまた天候の関係で 17 日に変更して実施された。
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大鷲山山頂にて

参加された渋谷会員からは「まずまずの天気で晩秋の山を楽しんだ」とのコメントと写真が届いた。
有澤さんが亡くなられて早いもので約２年。その間、高頭山の登山道整備、播隆祭と記念登山を実
施し、十二分に有澤さんを偲び、その足跡を思い起こしてきたように思う。偲ぶ会の度重なる順延
は、有澤さんの「もういいよ」というメッセージだったかなとも思う。

（北田幹夫 記）

晩秋の袴腰山にて

令和元年度日本山岳会年次晩餐会に参加して
期

日：2019 年 12 月 7 日(土）

参加者：本郷、渋谷、近藤、佐伯（尚）、中西、飯田、讃井、石原、吉井、北田
日本山岳会の年次行事である晩餐会が東京・新宿の京王プラザホテルにて行われました。
2018 年秋に当会へ入会し、本部からの案内で今回新入会員として参加をとの連絡をいただき、
新参者ではございますが申込・列席させていただきました。
晩餐会とはいかがなものなのかと当日会場で受付をしますと、名札を渡される際に「新入会員の
紹介が有ります。
」とのメッセージを受け緊張と共に会場入りをし、引き続き記念講演や展示物
の見学後、
晩餐会が始まる前に 5 月に即位されました天皇陛下もご臨席されるとの話をお聞きし、
いざ晩餐会へと富山からご一緒の会員の方々と共にテーブルに着席。そして天皇陛下のご臨席を
真近で拝見させていただきました。引き続きの新入会員紹介の際は係の方からの壇上への進行指
示に緊張しながら登壇し、新入会員代表として中学 1 年の中谷健太郎君の挨拶に、テーブル席の
天皇陛下が笑顔で頷いていらっしゃったのがとても温かく感じると共に、その場にいられたこと
への感謝の気持ちに満たされ、壇上から下りました。
同席させていただいた他支部会員の方々との交流を始め、
昨年 11 月の五支部合同懇親山行でご一緒させていただいた
方々との再会、そして今回の晩餐会にご一緒させていただい
た富山支部会員の方々へお礼を申し上げると共に、まだまだ
新人ではございますが、各行事へ協力出来ればと思っており
ます。

（石原ゆかり
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記）

晩餐会記念懇親山行・三つ峠

開運山（1,785m）

期日：2019 年 12 月 8 日（日）
参加者：本郷、渋谷、石原、吉井、北田
年次晩餐会の翌日、快晴に恵まれてバス 2 台に分乗して
出発。河口湖を過ぎ、三つ峠登山口バス停から小型バスで清
八林道駐車場まで進む。ここから谷沿いの林道状の道を登る。
気温が低いため霜柱が観られる。気持ちの良い樹林帯を木洩
れ日を浴びて登り、三つ峠山荘近くに出ると眼前に富士山が
望める。ここで昼食をとりながら後続を待ち、存分に富士山
を眺める。最高峰の開運山を望む広場で参加者全員の集合写真を撮り、10 分ほどで開運山山頂に
到着。富士山と南アルプスの展望を楽しみながら下山する。

（北田幹夫 記）

［コースタイム］8：10 新宿駅東口--10：25 駐車場・登山開始--12：00 三つ峠山荘--13：00 集合
写真--13：10 開運山--13：20 下山開始--14：30 駐車場--18：30 新宿駅東口

12 月例会報告
期

日:2019 年 12 月 17 日（火）

参加者:22 名
令和 元 年 12 月 17 日に毎年恒例となっている、12 月例会行事が開催された。今年は 27 名の
会員から近況報告があり、多方面での忙しい活動と、体調の優れない会員の近況報告等少し心配
な面もあったが、事務局として会員の皆さんの充実した山との関わりにうれしく感じることとな
った。例会参加者は２２名で、例年通りの出席者数で久し振りに会員の元気な姿に接して、賑や
かさを実感した。CiC3 階のとやま市民交流館研修室での 12 月例会は晩餐会、記念登山の報告と
令和元年度のこれからの本部行事の紹介と支部の行事予定についての協議をおこなった。
晩餐会には天皇陛下もご出席になられたということで、大変御多忙な中、ご出席されたことに
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とてもうれしく感じられた。自然保護委員会企画の展示については、私事としてとても興味があ
ったが、今年は出席できなかったので残念だった。2 月の五支部スキー山行は 5 名、5 月の全国
支部懇談会は 5 名の参加が決定した。
この後、場所を変えて「しゅん屋」で恒例の忘年会となった。
事務局を担当していて感じることだが、会員の皆さんは山との関わりの中で年齢のわりには紳士
的態度と力強い足取り等、山からの恩恵を知らず知らずの内に身につけているという印象を受ける。
忘年会の最後に参加者全員の近況報告をしてもらったが、皆さん山と接しているためかとても元気
(河合 義則 記)

で興味深いコメントが多かった。

親睦会総会・新年会
期

日：2020 年 1 月 22 日（水）～23 日（木）

参加者：木戸、平田、山田、近藤、永山、本郷、渋谷、瀬川、讃井、河合、北田
22 日夕方に立山国際ホテルに集合。雪不足で立山山麓スキー場は上部のみ滑走可能とのことだ
が人影はなし。ホテルもスキー客がおらずほぼ
貸し切り状態で VIP 待遇。参加者が揃ったと
ころで親睦会総会を開催し、内規の変更、会員
の近況等が話し合われた。会場を移して新年会
が開催され、福岡から駆け付けられた讃井さん
の音頭で乾杯し楽しい一夜を過ごした。なお、
23 日に予定していた瀬戸蔵山への山行はあい
にくの雨で天候不良のた め中止となった。
（北田幹夫 記）

「令和最初の師匠詣で」… 三度(みたび)の親睦会参加
ご挨拶
皆様、暦の上では、はや大寒を過ぎて節分、立春を迎えようとしておりますが、何はともあれ
令和の最初のお正月でございます、改めまして明けましておめでとうございます。
下山家、博多の讃井、今年も山には程々に、宴会の方には全力で取り組んでまいりたいと思って
おりますので宜しくお引き回しのほどをお願い申し上げます。
またよう来たがいね…
はい、自分でも呆れておる所であります。昨年の事務局からの往復葉書でございます「JAC 懇
親会・支部忘年会・懇親会と新年会」…全部に出席の丸印をつけて返事をしていたものですから
かような状況になった次第でございます。
親睦会参加はこれで３回目となります。そのせいか、会場の立山国際ホテルでは城戸大会長(私
が勝手にそう呼んでおります)からは笑顔で、渋谷大明神からは、俗人には難解な有難いお経で
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出迎えを頂きました、まさに「なまんだぶなまんだぶ」でございました。
翌日はあいにくのお天気となりましたので「朝食後は各自解散」となりました。
昨年の雪の中のカンジキ歩きが懐かしく思い出されました。
初日、ホテルでの宴会の折に「博多からはどがいして来るがやちゃ」というお尋ねがありました、
今回はその辺りからお話をしようかと思います。
どがいして来るがやちゃ…。
新大阪まで新幹線そしてサンダーバードでと、あとは小松まで飛行機でという方法があります。
列車だと６時間、これはちょっと疲れます、飛行機だと５時間というところですが手荷物検査の
待ち時間が長い時があるのでその分不便です、疲れは少ないです。今回はかみさんの「マイル」
を使って飛行機で来ました。
近藤さんとは何しようがやちゃ…
今回は懇親会の前日にやって参りました。師匠への新年のご挨拶も兼ねておりました。夕食を共
にしました。
「おせち」ならぬ牛角での「焼肉」でございました。
「噛む」方はあまり得意の方では
ない師匠でございますが何故か「肉類」をご所望でございます。時たま肉を噛みそこなって舌を噛
んで顔をしかめておいでです。困ったものです。
懇親会の当日は「夕方に着けばよいから」という事でした。七つの不思議があるという「雲龍山
勝興寺」に行きました。最初は平成１７年の大雪の時に連れて行っていただきました。お寺はこの
秋には工事も終わって立派な法要があるそうです。
昼は氷見の海鮮市場で寒ブリ、タイ、ヒラメを特盛の白ご飯で頂きました。「やまや」で皆さん
のお酒を買ってホテルに向かいました。親睦会の総会で真剣な討議がなされた後はいつもの様に盛
り上がりました。酒量に関しては福岡の連中と「よかとこ勝負」…と感じました。あっそれからこ
こだけの話ですが本郷さんは博多弁で言えば「よかお酒を」相当数お持ちのごたるですよ。
今日は、帰るんけ…
はい、小松からの最終便(19:30)で帰ります。22 時過ぎには自宅に着いています。宴会の翌日は
雨でしたので、皆さんそれぞれホテルを後にされました。我々は雄山中宮神社、博物館、そして北
前船で栄えたという「岩瀬」まで足を延ばしました。タイムスリップしたような静かで落ち着いた
所でした。去年は豪農内山邸と眼目山立石寺でした。富山大好きの映画監督木村大作さんによる岡
田准一、黒木華出演の「寒椿」のロケがあった所だそうです。訪れた時は雪が降っていて冬の越中
を堪能できました。いつも見どころ満載の案内で師匠には感謝感激雨あられでございます。
このところ、師匠は「最近はダメだがやちゃ。山に登っても標準タイムに落ちてもた」とお嘆き
であります。ぜいたくなお嘆きだとおもいます。そのお嘆きが何とかならないものか…と舎弟は考
えました。師匠の目の前に人参ならぬ焼き肉をぶらさげて、元気づかせる…というのはどうだろう
かそれも舎弟のお役目…とそう心得ておる次第であります。師匠、ファイト～❕
5 月、
「JAC 全国支部懇談会㏌宮崎」
。富山支部の精鋭が宮崎に向けての計画を進めておいでです。
不肖それがしも皆様のお顔を拝見すべく現地へ向かうつもりでおりますれば「どうぞ良きフェリー
の旅をば」とお祈りしております。

（讃井啓介 記）
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五支部合同スキー山行（石川支部・中宮温泉）
期

日：2020 年 2 月 15 日（土）～16 日（日）

参加者：鍛治、本郷、渋谷、瀬川、山田
この支部合同スキー山行は、当初関西支部と京都支部で行われていたが福井支部が加わって 3 支
部となり、さらに岐阜・富山両支部が入って 5 支部となり、その後関西支部が高齢化で脱退、代わ
りに石川支部が加わり現在の 5 支部体制となったと聞いている。今回は石川支部が初めて担当する
スキー山行であるが、全国的な雪不足で日曜日から雨模様という天気予報でありわくわく感がない
まま当日を迎えた。
瀬川車で本郷、渋谷の 3 人が先に到着。私は所用を終えて白山インターから白山麓を目指すが山
が近づいても全然雪がなく、白山の真白で秀麗な姿が対照的である。旧中宮スキー場の吉野谷セミ
ナーハウスに 5 時半頃到着、目の前のスキー場ゲレンデは草がむき出しになっている。風呂がない
ので宿泊所向かいの新中宮温泉センターで入浴の予定が昨日から休業していた。6 時から懇親会。
参加者は石川支部 8 名、福井支部 4 名、京都滋賀支部 7 名、岐阜支部 4 名で合計 28 名。樽矢石川
支部長のあいさつ、来年担当の森田福井支部長の乾杯で開宴した。森田さんは前回の開催地だった
護摩堂山（雨で中止）にかんじきで行って来たばかり、来年もこの辺しかないだろうとのこと。2
次会にも顔を出して 1 日目は終わった。
翌朝は雨で明け、予想通り山行は中止となった。朝
食後ホールの大型テレビで白山の四季のビデオ試写会
が開かれる。乾さんの説明では 9 か月で 30 時間の撮影
行を行って編集された 30 分番組。3 月 10 日のＮＨＫ
ＢＳでも放送される予定とのこと。昼食の芝寿司とお
茶・缶ビールをいただいて解散。なお今年秋の 5 支部
懇親山行も石川支部担当（11/7-8）で、今回の宿舎を
使いオンソリ山 888ｍを登るそうです。
（山田信明 記）
吉野谷セミナーハウス

背後は尾添川対岸の山

令和元年の夏山雑感
喜寿になって令和の新時代を迎えた。70 歳台になって毎年、登山で体力に挑戦してきた。今年は、
新時代になり新たな挑戦のつもりで、7 月 31 日から 8 月 4 日の 4 泊 5 日で奥黒部の山を縦走した。
1 日目、折立に着いたのは 7 時前であったが、登山口近くの駐車場は満車、何とか空きスペース
を見つけ駐車。三角点までの登りは朝が早いので風もなく暑い。五光岩まで来ると風も時折吹いて
きて涼がとれる。この道は何度歩いたやら、高山植物に元気づけられて太郎平小屋に到着。登山届
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を出しに行ったら警備隊の金山氏が駐在していた。休憩していたら、差し入れがあり、これからの
下りが心配だが、喉をうるおす。薬師沢への下りは荒れたところもあるが、高山植物を楽しみ乍ら
下る。出会った登山者３パーティそんなに多くはない。でも小屋は満杯状態。食事は３回転。２段
ベットで暑くて寝苦しい。
2 日目、雲の平への登りである。アラスカ庭園ま
では標準時間でクリア、アルプス庭園まで来ると
水晶岳が眼前にそびえている。深田久弥は「雲ノ平
から眺めて一番まとまりのある堂々とした山は水晶
岳である。」と言っているとおりの山である。高山植
物も真っ盛り、どこへ行ってもお花畑、立山周辺で
は、コバイケイソウの花が少ないと聞いていたが、
薬師沢、雲の平周辺はコバイケイソウが今は盛りと
咲いていた。雲ノ平山荘で休憩、祖父岳を目指す。
岩苔乗越を越え水晶小屋までの登りは、流石に疲れて時間がかかった。着いた頃からガスがかかり
視界が悪くなる。小屋で汗で濡れたものを乾燥室で乾かして、翌日、また着ていく。
3 日目、水晶岳への往復、頂上は霧のため視界が
悪く眺望がゼロ、小屋に帰ってきたころに晴れ上が
った。残念。ワリモ岳から鷲羽岳の登りは快適であ
った。鷲羽岳から三俣山荘までの急な長い下りには
まいった。三俣山荘で大休止。三俣蓮華岳へ、三俣
蓮華岳から黒部五郎小舎への下りも大きな岩石が
ゴロゴロしていて、歩きにくい。今日は頂上を二つ
越えてきたが、眺望が良く剱岳、立山、槍、穂高岳
連峰、黒部五郎岳、薬師岳と白山も遥か彼方にうっ
すら見えた。黒部五郎小舎も混んでいるツアー登山
者が多い。新穂高から双六経由で登ってくる人が多いようである。
４日目、夜中に雨が降っていたが、朝には晴れた。
朝、涼しいうちに黒部五郎カールを登る。ツアーの
一団と追い越したり追い越されたりしながら、カー
ルの底から肩に到着。金大生の遭難碑がある。頂上
で、昨日歩いてきた山をふり返る。これから歩く尾
根を眼下に見ると長い道のりである。肩からの下り
は可成り急できつい。早朝、太郎平小屋を出て、黒
部五郎岳を往復するという二人連れに会ったが、明
るいうちに小屋に帰れたか、どうか。高校生の一団
と出会う。大きな荷物を担いでいるが元気である。暑いので赤木岳から太郎平小屋まで、2 時間 30
分もかかってしまった。４日かけて何とか太郎平小屋まで帰ってきた。今日は、土曜日なので山小
屋も混んでいるようである。マスターの計らいで、警備隊の部屋で休むことができ、久々に伸び伸
10

びと寝ることができた。
５日目、薬師岳を往復して下りる予定であったが、疲れもあり、午前中に下山して、温泉で汗を
流して縦走登山は終わった。
登山道は歩きやすくなっているが荒れている所もある。太郎平から薬師沢、三俣蓮華岳から黒部
五郎小舎までと太郎山から太郎平小屋間が段差があったりして歩きにくかった。雲ノ平までの登り
も岩、石に苔が生えたりして滑りやすいところもあり、下りは大変だと思う。
夏山最盛期で、どの山小屋も混雑、敷き布団１枚半に２人、水晶小屋では、敷き布団１枚に２人
という事であった。夜中に何度も目が覚める、隣が鼾を掻いていると寝ていることがわかる。静か
だと起きているのかなと思う。山小屋のトイレも改良され、バイオトイレが導入されたりしてきれ
いになっている。山小屋で働く人もいろいろな人がアルバイトをしているようである。太郎平小屋
では、４か国語を話すネパール人が何年間か来ているそうで、マニュアル通り、まじめに仕事をし
てくれるとマスター評。薬師沢小屋では、イラストレーターの女性が 12 シーズン働いて「黒部源
流山小屋暮らし」という著書を山と渓谷社から出した女性が働いていた。山に入ると３か月は下り
ないという。登山者の風呂はないが、従業員用に風呂らしきものはあるようである。
今、山小屋では昼でも食事が出来るようになっている。雲ノ平、三俣、太郎平小屋でも昼食が取
れる。山小屋の弁当が無くても、食事に困らない。ヘリコプターが荷物を運んでくれるので随分便
利になっている。でも、このヘリコプターにも飛ぶ限界が訪れているという。山小屋に変化をもた
らすのでないかと危惧する。
山小屋泊だといろいろの人に出会う、茨城の鹿島から来たという２人と小屋ではいつも一緒の部
屋になり、話が弾んだ。鹿島アントラーズの話になり、年間チケットを買って応援しているという、
スポーツチームが地域の活性化に寄与しているということ。富山県も朝乃山、八村などプロスポー
ツ選手が活躍している。バスケットボール、サッカー、野球とプロチームもあるが地域で応援する
機運が今一である。県民性の違いか？。
薬師沢や雲の平で良く木道でスリップ転倒して怪我
をする人が多いが、今回歩いて感じたのは、年を取る
と平衡感覚が鈍り下りで転倒しやすい。奥黒部まで来
ることによる疲労があるからだと思うが歩く時間帯に
も関係するかも。薬師沢小屋に泊まった１日目に小屋
の入口で倒れていた年寄りがいた。歩いている内に眠
くなる病気だそうで、薬を服用すれば治るのだが、そ
の薬を落としたと言う。兵庫県の人で奥さんに連絡が
取れ薬を持ってくるということであったが、私たちが太郎平小屋に着いた日に漸く薬師沢から来る
と言う、夕方まで来ないので警備隊とマスターが途中まで迎えに行き、夜中の１０時頃に小屋に着
いたということであった。薬が届くまで多くの人がかかわったことであろう。いろんな登山者がい
るが山では人に迷惑をかけない心構えが大切である。登山のリスク管理は自己責任で。高齢登山者
に言いたいことであるが、自分自身にも当てはまることであり、自戒している。ヤマレコの記録で
は、5 日間で 29 時間 30 分歩いたことになった。休憩時間を入れると 34 時間 50 分にもなる。ゆっ
くり歩けば体力は持つと思うは手前みそか。

（松本睦男 記）
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播隆研究会たより

No.4

「平成 2 年度県民カレッジ自遊塾」に播隆講座を開設します。
・講座名

江戸後期の人物群―１槍ヶ岳開山・播隆上人の人と生涯

・県民教授（講師） 金尾誠一
・曜日・時間

木曜日、10:00～12:00 そのほかに屋外（ゆかりの地）

・会場

富山県教育文化会館および播隆ゆかりの地

・回数

1～6 回

・講座運営費

1,000 円程度（他に交通費実費、自遊塾負担金 500 円）

塾生（受講者）募集要項ができてから、3 月～4 月上旬に一般公募の予定です。
この機会に播隆上人を改めて学んでみたい方の応募をお待ちします。

（金尾誠一

記）

☆会員動向
・山田信明会員 （現富山県山岳連盟会長、前富山支部長）11 月 1 日に県庁で 2019 年度富山県功
労表彰（スポーツ部門）を受賞されました。
・鍛冶哲郎会員 （現富山支部長、元環境省九州地方環境事務所長）2019 年秋の叙勲として瑞宝小綬
章を受章されました。

・新入会員

神山朋子（51）12 月入会 東京都品川区上大崎 会員番号 16564
紹介者 森田裕子、鍛冶哲郎

・退会者 道正政信（会員番号 13511）病気入院のため退会

☆山行計画等案内
・令和2年度富山支部総会

期日：令和2年4月15日（水）17:30～
会場：富山電気ビル４F

編

集 後 記

支部長のあいさつのとおり世界的な異常気象である。自然を克服したかに思えた人類が、やはり自然の猛
威の下では小さな存在でしかない。自然の中で遊ばせてもらえることに感謝しつつ、細心の注意を払って五
感を研ぎ澄ませながら登山することの重要性を、11 月の佐々木泉氏の講演で再認識させてもらった。そして
今、新型コロナウイルスが猛威を振るっている。世界に広がる混乱を見ていると、宮崎駿が描いた世界が現
実になり、人類が地球を構成する一生物であることを改めて思い知らされている。
さて、これまで木戸自動車の 2 階で印刷、発行をしてきた会誌ですが、場所を移して発行することとなり
ました。木戸顧問にはこれまでのご厚意に感謝申し上げます。
公益社団法人日本山岳会
発行者：鍛冶哲郎
事務局
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