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黒部・立山ジオパークについて 

 

コロナ禍の支部活動    支部長 鍛冶哲郎 

 

 猛暑の夏が終わり、登山には絶好の季節になりましたが、新型コロナの世界的な感染拡大で登山

界も大きな影響を受けています。支部活動については、年度早々に予定していた支部総会を書面決

裁で開催したのを皮切りに、公募登山や納涼懇親会を中止し、播隆祭は支部会員だけで開催しまし

た。山行については、年間計画で予定していた南アルプスは中止としましたが、県内の身近な山に

ついては、このような状況下だからこそ登りたいという思いもあり、相乗りを避けて登山口集合で

行っています。支部役員会は、木戸元支部長のガレージをお借りし、例年どおり月一回開催してい

ます。マスクを着用し、窓を開けるなどして三密を回避していますので、これからの季節、耐寒訓

練を兼ねてということになるかもしれません。感染拡大が一段落した夏以降は、県外の山にも感染

状況に留意しながら出かけていますが、今後の活動については新型コロナ次第としか言いようがあ

りません。ちなみに、全国各支部のコロナ対応も、温度差はありますが、大筋では似たような対応

になっているようです。この秋に予定されていた石川支部主催の五支部合同登山と宮崎支部主催の

全国支部懇談会はともに中止となりました。本部の対応として主なものは、6月 20日の総会は出席

者を限定して実施、会員には YouTubeで配信されました。9月 26日の支部合同会議は半日に縮小し

て行われ、ZOOMによる出席も認めるということで、富山支部からは河合事務局長と鍛治が ZOOMで

出席しました。会長挨拶の後、本部から資料に基づく説明・報告があり、各支部から今年度の活動

状況について報告をしました。オンライン会議への参加は初めてでしたが、資料説明や報告であれ

ばこと足りるという印象でした。なお、年末恒例の年次晩餐会は中止となりました。（次頁へ） 
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このように、コロナ禍の支部活動は従来の活動を縮小して対応しており、コロナ後を見通した新

たな取り組みはしておりません。オンライン会議に限らず、将来予想されていた社会の変化が新型

コロナで前倒しになった観があります。仕事、買い物、行政手続き、診療など可能な限りオンライ

ン化すれば、移動しなくても済むから自由な時間が増えて幸福度と生産性が上がるだけでなく、感

染症対策にもなるということで、今後急速に普及しそうです。全面的に賛成するものではありませ

んが、一理あります。山岳会活動も、書類のやり取りなど各種手続きや会議、情報収集など足を運

ばなくても可能なものは極力オンライン化し、余裕ができた時間とエネルギーを登山に当てること

で活性化に繋がります。しかし登山という行為は移動そのものであり、オンライン化することはで

きません。会員同士の交流もオンラインでは限界があります。オンライン飲み会も試みられていま

すが、あくまで代償行為でしょう。自然破壊が続くと新型コロナのような感染症が増えるとも言わ

れています。そんな時代だからこそ、我々は山と謙虚に向き合い、自然の声に耳を傾けたいもので

す。              

  

  第 35回 播隆祭       

 

期日：6月 7日（日） 

場所：播隆上人顕頌碑前（富山市河内地内） 

参加者：支部会員 13名、生家の会 1名、一般参加 3名（兼アサギマダラ調査） 

 4月 7日、新型コロナウィルスに関し 7都道府県に緊急事態宣言が発令され、4月 16日にはそれ

が全国に拡大された。その後 5 月 25 日にはいったん全国で緊急事態宣言が解除されたが、それで

も大勢の人が集まる全国の伝統行事は軒並み中止が決定されていた。また、山岳関係においても殆

どの伝統ある記念行事の中止が続いていたので、今年の播隆祭もどうなるのかと不安をおぼえてい

た会員も多かったのではないだろうか。こうした中、式典の内容を簡素化したとはいえ播隆祭が実

施されたことは誠に喜ばしいことだった。この勇気ある決断をされた支部長はじめ役員方に敬意と

感謝の意を表する。 

 午前 8 時 30 分、参加者全員がマスク着用し十分な距離を確保して集合した。鍛治支部長は「何

とか播隆祭は実施することができ嬉しく思います。ただ、安全を考慮して広報は行わず、式典内容

も簡素化しました。遺品、資料などの展示、

式典後の懇親会、記念登山は取りやめまし

た。例年は事前に行っていた会員による登

山道整備は式典後に行うこととしまし

た。」と挨拶された。生家の会代表の大作

さんは「今年も播隆祭が実施されたことは

大変うれしく感謝します。このような状況

なので一人だけ参加しました」、「顕頌碑の

近傍で林道工事が進められています。今年

は熊野川にかかる橋が完成する予定です。
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橋ができればそこから正面に顕頌碑が見えることになります。私は木々の枝葉を伐り取ってよく見

えるようにしたい」と述べられた。このようにいつも地道に顕頌碑を守っておられる姿には頭が下

がる思いである。金尾支部会員は「富山支部では有志が播隆研究会を立ち上げて笠ヶ岳の再興ルー

トの解明を目指しています。また、今年は初めて富山県民生涯学習カレッジ『自遊塾』で播隆の講

座を開きました。コロナ禍で 9月まで休止となりましたが、10月以降再開されたら是非参加してい

ただくようお願いします。」と述べた。この後、支部会員が読経する中一人ずつ焼香し、その後全

員で記念撮影を行った。今年の播隆祭は簡素な式典だったが、播隆上人敬慕の気持ちは何ら変わら

ず、かえってしみじみと播隆上人を想う気持ちになったのではないだろうか。先輩方が長年積み上

げてこられた伝統が困難な時期にもかかわらず継続できたということは大きな意義があったと思

う。                                  （金尾誠一 記） 

  

                           

高頭山（1,210m）登山道整備 

 

期日：6月 7日（日）  

参加者：鍛冶、渋谷、山田、近藤、木戸、松本、

金尾、河合、森田、瀬川、浦井（直）、金井、北田 

例年播隆祭の一週前に行っていた登山道整備は、

播隆祭当日に実施された。昨年熊にかじられてい

た頂上の標識は無事で記念撮影後に下山。草刈り

機、鉈、鎌を手に、ブナの新緑とアサギマダラを

眺めながらの楽しい山行となった。 

［コースタイム］9：10登山口—11：30シャクナ

ゲの展望台-12：50頂上（13：30下山）-15：50登山口          (北田幹夫 記) 

 

 

    

浅草岳(1,586m) 

期 日：7月 3日(金)～4日（土） 

参加者：山田、瀬川、菅田、渋谷 

 浅草岳、守門岳のヒメサユリを見に行きたいと思っていた。梅雨本番、天気具合が目まぐるしく

変わり定まらない。長岡 JCT を経由し関越自動車道に入り、堀之内 IC で下車し、ネズモチ平駐車

場に向かう。山中に入るにつれて道路は細くなる。ほとんど舗装されていて悪路ということはない。

ネズモチ平の駐車場は広い。県外ナンバーの車も多く停められている。浅草岳のヒメサユリの人気

は高い。 

ネズモチ平から林道を歩いていく。ネズモチ平登山口の看板がある。桜曽根登山口へは、ここを



 

 

4 

 

過ぎて遭難救助雪崩殉職者慰霊碑の前を通過し、浅草林道を進む。背丈の高いヤグルマソウやカラ

マツソウを見ながら、途中左からの小沢を二か所渡りムジナ沢コースとの合流点の桜曽根登山口に

着く。登山口から階段を登ると直ぐ、「浅草の鐘」と浅草岳遥拝祠がある。ネズモチ平の駐車場が

左下に見える。間もなく勇壮なブナの巨木があらわれる。しばらくはブナの林の中の登りである。

ギンリョウソウやトンボソウが咲いている。木製の階段は歩きやすいが、濡れているので滑りやす

く注意して登る。尾根道はカヘヨ沢に切れ落ちている場所もある。振り返ると守門岳の美景が望め

る。優美な姿を誇る。梅雨の季節独特の灰色の雲が山肌に纏わりつき、山々の台座のように棚引い

ている。標高は 1,537mであるが、重量感のある山容は堂々たる迫力である。 

まだ年数の経っていないブナの純林を過ぎて、ミズナラ、シャクナゲ、ブナなどの灌木林の中を、

堀割のような勾配のある急坂を登っていく。タニウツギの花がまだ咲いている。岩の多い急坂を登

りつめれば、1,484.7m の嘉平与ボッチに出て、展望が一気に開ける。浅草岳は頂稜を鬼ｹ面山、南

岳へと連ね、その眺めは、ふと屋久島を訪れたとき、宮之浦岳が永田岳へと伸ばす尾根の景色を想

起させた。嘉平与ボッチには三等三角点がある。日差しはないが雨の心配はない。下山してくる登

山者に尋ねると、「ヒメサユリが見事ですよ」と教えてくれ、期待が大いに高まる。ヒメサユリの

名前の由来は、ササユリより小さく、早く咲くから「早（さ）」、花

が可憐なので「姫」がついて、ヒメサユリという。別名はオトメユ

リ、乙女の名を呼ぶようなときめきを感じる。トキソウの名の由来

である鳥の羽の色を、鴇羽色とか鴇色というが、「桃色」には気持

ちを騒がせるような魔力がありそうである。 

 嘉平与ボッチから前岳が前方に立ちはだかる。ここからはヒメサ

ユリの競演である。途沿いには赤色の濃いもの、桃色、薄桃色など

今が見ごろである。仲間の歓喜の叫び声？登路の苦労も吹っ飛んで

しまう。女神の魔力に衝かれたようだ。木道脇にはコイワカガミ、

ゴゼンタチバナも見られる。木道を登れば前岳ﾉ肩である。ネズモ

チ平からの道も合流し、六十里越トンネルコースも合流する。周囲

の様相は草原の景観が広がる。湿原の中には、アカモノ、ワタスゲ、

イワイチョウ、可憐な薄赤紫色のトキソウ、白花のツマトリソウな

どが飾り、ウラジロヨウラクやベニサラサド

ウダンなども彩を添える。霧が流れる奥には

浅草岳の穏やかな山容が手招きする。残雪の

場所は二ｹ所あり、ステップがあるので問題

はないが、「お守り代わりに軽アイゼンを」

とエコミュージアムからアドバイスを頂い

た。さらに木道を進むと浅草岳山頂である。 

風を避けて登山者が三々五々弁当を広げ

ている。駐車場 9:55 発、頂上には 12:47に

着いた。眼下に田子倉湖が霧の間から見え隠

れする。お目当てのヒメサユリは無論の事、
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さまざまな花々を愛で大満足である。充実感をかみしめながら往路を下山する。15:30 ネズモチ平

の駐車場に戻った。今日は浅草山荘で宿泊である。宿泊客は我々4 名のみ、貸し切りである。大き

な山荘で有難いやら寂しいやら複雑な気持ちだった。(翌日の守門岳は雨のため中止し、次回のた

めに大白川登山口まで見に行く。このまま帰宅するのは口惜しいので、雨降る中を弥彦山 634ｍに

登った。)                                (渋谷 茂 記) 

［コースタイム］ 駐車場 9:55----頂上 12:47-----駐車場着 15:30 

                                                                     

  

 浅間隠山
あ さまか くしや ま

（1,757m）・両神山(1,723m) 

 期日：8月 8日（土）～9日（日） 

 参加者：渋谷、瀬川、広瀬、松本、菅田、石原 

 新型コロナウイルス感染症対策のため参加人員を 3密を避けうる人員とし、富山から２台の車に

分乗、長野で広瀬さんと合流する。 

8月 8日（土） 浅間隠山 

二度上峠の駐車場に 10時 40分に到着、駐車場は満車、下山者があり何とか駐車。簡易トイレが

あり登山者の便宜を図っている。準備をして県道を少し下った所の登山口へ、登山口の道路沿いに

も駐車スペースがある。ここからカラマツ林の登山道を進むと間もなく北軽井沢からの登山道分岐

に、さらに高度をかせぐとわらび平分岐と続き、ササ原の足

元も見えない登山道を行くと間もなく頂上であった。頂上手

前ではお花畑、シモツケソウの群生やマルバタケブキ、クル

マユリなど多くの花が見られた。頂上からの眺望は良いはず

であるが曇空で良くない。頂上は中高年のグループもあり、

混雑していたが間もなく降りる人もあり、昼食とする。 

フシグロセンノウ、オオバギボウシ、カラマツソウ、クガ

イソウと花の多い山である。 

下山途中で何気なく脇を見たら珍しい花があり、よく見るとレンゲショウマであった。家に帰っ

て調べたら、この山には多いとあった。二度上峠から南の尾根に鼻曲山があるが、そこでは群生が

見られるそうである。                       

 レンゲショウマ 

下山後、今日の宿泊地秩父郡小鹿野町へ向かう。梁山泊に到着、

検温を受け、手を消毒して入館、新しい生活様式が実施されてお
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り安心した。夕食は部屋、朝食はレストランで他の宿泊者との接触が無いよう配慮されていた。 

8月 9日（日）両神山 

両神山の登山ルートは日向大谷からのコース、八丁峠からのコース、白井差からのコースと３ル

ートがあり、今回は比較的短い白井差コースをいくことにした。このコースは地権者と行政のトラ

ブルから地権者の中山氏が管理するコースとなっており、一人 1000 円の環境整備料（協力金）が

必要となっている。 

朝食後、梁山泊から登山口の白井差へ向け出発、途中両神山麓キャンプ場を過ぎると道路も細く

なり、白井差コースの管理人中山氏の駐車場に到着。中山氏の説明を受け出発。林道をしばらく歩

き登山口へ、中山氏が林道終点からノゾキ岩の岩壁が見えるところまで案内してくれた。沢沿いに

登山道を行くと間もなく昇竜の滝が右手に見えてくる。 

ここから谷の右岸へ左岸へと渡ること 10 回以上、途中、イワタバコ、タマガワホトトギスが登

りを癒してくれる。やまびこ橋、オオドリ河原のノゾキ橋を渡り、水晶坂で尾根らしき所に出る。

何故、水晶坂と言うのかと調べて見ると地質学的にチャートという水晶と同じ成分で形成された岩

石が出たと言うことらしい。探せば水晶があったかもと後悔。ジ

グザグを切って喘ぎながら高度をかせぐ。ブナ平を過ぎ登りきる

と梵天尾根合流点に着く。目の前に日向大谷からの分岐があり、

間違わないようにロープが張ってあって、くぐって行くと頂上直

下に出る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

昇竜の滝             両神山頂上       

 

 

岩稜を登って頂上へ、頂上は狭くてなんとか 6人が立って、シャッターを切ってもらうことが出

来た。梵天尾根合流点に戻り昼食後下山、中山氏が駐車場まで出てきており、登山案内図を返し、

一人 1000 円を支払い記念写真を撮り後にする。汗を流しに、道の駅両神温泉薬師の湯へ、スッキ

リして帰宅の途に。21時過ぎには家に着いた。暑い 2日間だった。両神山の山名については、諸説

があるようだが、小暮理太郎の『山の憶ひ出』下巻ではヤオガミから竜神となり両神と変わったと

している。 

[コースタイム] 

8月 8日(土) 高岡・砺波スマートインター-有磯海ＳＡ（合流）-佐久ⅠＣ - 国道 18号 

-県道（長野原～高崎）-二度上峠 -10:40駐車場 



 

 

7 

 

 10:56登山口-11:25北軽井沢コース分岐-12:30～13:00浅間隠山頂上-14:12登山口  

 駐車場 → 高崎ＩＣ → 花園ＩＣ → 小鹿野町（梁山泊）泊 

8月 9日（日）梁山泊 → 両神山麓キャンプ場 → 白井差
しらいさす

 （駐車場） 

8:45駐車場―8:53林道終点 登山口-9:04昇竜の滝-水晶坂-ブナ平-梵天尾根合流点-                            

11:33頂上-12:05梵天尾根合流点（昼食）-13:47登山口  

 駐車場 - 道の駅両神温泉薬師の湯- 上野村道の駅- 下仁田ＩＣ-各自出発地 

                                （松本睦男 記） 

 

           高妻山（2,353m）     

期 日：9月 5日（土）～6日（日） 

参加者：山田、渋谷、北田、広瀬、瀬川、菅田、石原 

５日（土） 戸隠神社奥社参拝～信濃路自然歩道散策 

 戸隠へ到着後、奥社入口近くで名物；戸隠蕎麦をいただき本場の味を堪能。食後は、戸隠奥社へ

と続くクマスギ並木の参道を進み参拝、参道を戻り途中から自然歩道へ入り散策。鏡池にて戸隠山

から西岳へと続く戸隠連峰の山並みを眺めて写真撮影。翌日に向けて軽くウォーミングアップで調

整し宿入り（民宿りんどう）しました。 

        

鏡池                      高妻山山頂 

6 日（日） 高妻山 

日本百名山の一つである『高妻山』。かねてから長丁場と聞いており、今回は初登頂を叶えたい

と早朝の出発で約 11時間の山行となりました。 

スタートはキャンプ場～牧場を通り抜けて登山口へ。登りは大洞沢コースを歩くこと３時間半、

途中雲の合間から雄姿をみせた『高妻山』にやや手強さを感じつつ中間地点の「五地蔵山」へ到着。 

思いのほか歩き易かったこともあり、余裕の面持ちで再び登り始めました。ここからは 六弥勅、

七薬師、八観音、九勢至と通り十阿弥陀と呼ばれる頂上へ。その昔、『高妻山』は戸隠の御裏山と

称して修験者が登拝しており、この頂上には阿弥陀如来が祀ってあったと深田久弥の「日本百名山」

に著されております。六、七、八へと進んできた登山道が九勢至あたりで一気に急坂へと変わり、

ストック使用から３点確保を試みる箇所もあり、「大勢至」＝「大勢」の衆生の中から苦を取り除
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く道に「至」らせるという、意そのものを感じさせる修行のような登りを何とか登りきり、出発か

ら約６時間弱でメンバー揃って頂上へ到着。残暑が続き夏のような気温の影響で下界からガスが湧

き立ち、頂上からの眺望は有りませんでしたが、長年登りたいと思っていた『高妻山』の山頂に立

つことが出来、満足しながら笑顔での撮影。頂上では、前日に剱岳を日帰り登山したという新潟か

らのトレランの男性と歓談。確かに、この『高妻山』の登山者は圧倒的にパワーの強い若者が多い

と実感する事しきりでした。下りは中間地点の「五地蔵山」手前の六弥勒から弥勅尾根を通るコー

ス。こちらも思いのほか急坂続きではありましたが、ところどころで眼下に広がる眺めに元気をチ

ャージ、メンバー持参の果物やトマトを口にして疲れを癒しながら歩くこと約４時間半、無事登山

口へ到着。 

今回の二日間にわたる戸隠山行、山登りの醍醐味だけではなく、かつての修験登拝も想像しなが

らの体験となったことに感謝。次回はいずれの山へと思いをはせ、富山への帰路につきました。 

［コースタイム］5：15登山口駐車場―7：00氷清水―7：25一不動（7：35発）―8：35五地蔵 

（8：45発）―8：50五地蔵山―9：40八観音―11：00高妻山（11：35発）―12：50八観音― 

13：30六弥勒（13：45発）―15：40戸隠牧場―16：00登山口駐車場    (石原ゆかり 記） 

 

    

夜叉ケ池 （1,099m） 

期 日：5月 24日（日） 

参加者：金尾 

夜叉ケ池（やしゃがいけ）は、福井県南越前町地内で岐阜県との境に位置し、標高 1,099m、周囲

230m、最深部 7.7m の山上の淡水池である。昔から龍神伝説が伝えられており、泉鏡花が初めて書

いた戯曲が『夜叉ケ池』である。これをもとに昭和 54 年篠田正浩監督、坂東玉三郎主演で映画公

開された。残念ながら現在見ることができない幻の映画である。 

私は「蓮如上人御影道中」の縁で、ここ数年旧宿場町今庄に泊まる機会があった。そこで地元の

小学校の先生をされていた奥村さんという方の『別有天地非人間（べつゆうてんちひじんかん）』（李

白作七言絶句「山中問答」の一節）という題名の遺稿集を見せていただいた。夜叉ケ池にはヤシャ

ゲンゴロウという絶滅危惧種の指定を受けた固有種が生息しており、奥村さんは長年にわたってこ

れを調査・研究・保護に務められたことが記されていた。私は、奥村さんが座右の銘として『別有

天地非人間』とされたこの池を是非訪ねてみたいと思った。 

今年五月の末、念願の地に一人で出かけた。広野ダムから先の林道は通行止めとなっていた。久

しぶりで山に入りせせらぎの瀬音、風のそよぎが快かった。タニウツギ、ヤマボウシ、シャガが咲

き、ホオジロ、ツツドリの声が聞こえた。マムシが這い出てニホンカモシカまで姿を見せたがすぐ

に林に消えた。拙い句を口に出してみる。「山笑う コロナ忘れて 杣に入る」。 

1 時間程で登山口の夜叉神龍神社に着いた。大カツラの傍で一休みしていると、大きな捕虫網を

手にした若い男性が山から下りてきた。「珍しいチョウを捕獲しました」と大事そうに包みを広げ

て見せてくれた。渓流に沿ってなだらかな道を進み、1 時間程してからは急な登りになった。「 池

まで 1500m 」と書かれた看板があり登るにつれせせらぎが遠ざかっていった。いつしかブナ林にな
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りキツツキ、ウグイス、ヤマガラの声が聞こえた。「池まで 500m」の看板の所で年配の男の人が降

りてきた。滋賀県の人で「３月に来たときは雪が残っており大変だった。ここが好きで昨年は毎週

通った」と言われた。 

3 時間余りかけて池に歩き着いた。水上には霧がかかっており幽玄な雰囲気であった。そして水

面を激しく波立たせる強風が吹きわたっていた。池はほぼ山頂近くにあり、出入りの川筋も見当た

らない稀有な地形であった。私はこの地に来て、奥村さんにとって別世界とされた思いを偲んだ。

苦労して山に上がってヤシャゲンゴロウという生き物と長い年月を共にした場所への感慨だった

のだろうと。池の中を覗いてみたがどこにも動く気配はなかった。案内板にはヤシャゲンゴロウの

繁殖が見られるのは６月末頃とあった。私はゆっくりと息を整えてから、李白の名作『山中問答』

を吟じた。 

【コースタイム】8:00広野ダム 9:00夜叉神龍神社 11:20―12:00夜叉ケ池 －14:50広野ダム 

                                   (金尾誠一 記) 

 

 

九州・屋久島山行とちょっと名所巡り 

期 日：3月 19日～3月 31日 

参加者：瀬川 

九州・屋久島山行は新型コロナのほんの一瞬の合間

をぬっての山行となった。 

3 月 20 日 由布岳 西峰・東峰の２つの頂きを持ち正

面登山口からの一気の登り、足がついて行けず抜かれ

ぱなしと、さんざんの体たらく。下山後の湯布院温泉

のなめらかな泉質に癒される。(正面登山口から往復

11:00～16:45) 

3 月 21 日 祖母岳 大分豊後大野宮原コースからウェストンの足跡が残る熊本高千穂町五ｹ所北谷

コースに変更。春先の息吹が感じられる山頂には多くの人、言葉から関西系が多いようだ。ただ笹

が一斉に枯れており、自然の驚異を感じる。 (五ｹ所北谷コース往復 8:05～15:35) 

3 月 22 日 予定を変更し急きょ屋久島へ。ひたすら南

下、フェリーがとれず指宿温泉で一泊、砂むし会館砂楽

で砂むし温泉を楽しむ。 

3 月 23 日 早朝、鹿児島港を出航 4 時間余りの船旅。

進行方向右に開聞岳が円錐形の姿を見せ、しだいに海中

よりそそり立つように見えてくる。淀川登山口には宵ま

でに、それまで平内海中温泉、湯泊温泉、尾之間温泉、

千尋の滝を巡り、夕方コンビニを探すが、無いことが分

かり焦る。登山口には一台の車もなく、煌めく星空に圧

倒される。                             宮之浦岳山頂 
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3月 24日 宮之浦岳 4時を過ぎると車が続々と上がってくる。6時発、淀川小屋でライトを消す。

今回の山行では一番歩行時間が長くハイライト。緊張気味の自分がいる。山頂までは山腹と谷を巡

り、最後に 100m余り登りきると宮之浦岳山頂。快晴の空。目の前には永田岳を初めとする山並み、

南シナ海に硫黄島。口永良部島、黒島と種子島。(淀川コース往復 6:00～17:10) 

3月 25日 縄文杉をあきらめ、白谷雲水峡の散策。島での最後は「首折れサバ」、「トビウオの姿揚

げ・刺身」、「みずイカの刺身」、「カメノテ」、酒は「三岳」、「愛子」、「島の光」を堪能する。(白谷

雲水峡散策 11:30～16:00) 

3 月 26 日 屋久島を去るにあたり、左回りに一周。西部林道ではヤク猿、ヤク鹿が多く見られる。

大川の滝を最後にフェリーに乗船、離島らしく、春らしく、紙テープが船と岸を渡り堤防の端まで

見送る人が別れを惜しんでいる。 

3 月 27 日 桜島 桜州小学校前海岸から湯之平展望所へ。海抜ゼロから 374m 傾斜のある車道をひ

たすら歩く。登りが続き足にくるころ、湯之平展望所へ。生憎山頂は雲の中、小雨がパラつき早々

に下山、昨年は本土最北端宗谷岬、今日は本土最南端大隅半島、佐多岬を目指す。(湯之平展望所:

暫定最高点 桜州小前コース 7:00～9:40 桜島一周) 

3 月 28 日 霧島連山(高千穂峰・韓国岳)へ移動。途中、鹿屋の航空基地資料館(海軍特別攻撃隊の

出撃基地)はコロナのため閉館中であったが、知覧特攻平和会館とともに訪れたい地である。 

3 月 29 日 霧島連山は神話の山、高千穂山頂には天の逆鉾が立つ(坂本龍馬が逆鉾を引っこ抜いて

元に戻したことで有名)。霧島古宮跡登山口から、御鉢の馬の背を抜け山頂へ。みごとな程の雲海

で韓国岳新燃岳ドームだけが浮かんでいる。南に目をやれば雲海の中に白煙が高く昇っている。桜

島の噴火だ。下山後霧島神社に参拝、午後からは昨年登った韓国岳を再登、今回の山行を終了。え

びの高原温泉で一浴後帰路につく。(高千穂河原から高千穂峰往復 7:20～11:30、 えびの高原から

韓国岳往復 13:35～17:15) 

3月 30～31日 ひたすら北上、時々仮眠を取りながら 36時間 1,150kmを走り抜けようやく自宅へ。 

                                   (瀬川富士夫 記) 

                      

 

 ニュージーランド・サザンアルプスのトレッキング     

期日：2月 6日（木）～24日（月） 

参加者：北田 

 2 月は南半球の夏にあたることからトレッキングのベストシーズンである。そして南極に近い南

島のサザンアルプス周辺は、氷河や氷河が造ったフィヨルド、湖がいたる所に見られる。しかし、

出発直前にミルフォードサウンド周辺で降った大雨の影響で道路が陥没したとの情報を現地入り

してから入手。急遽、フィヨルド見物はミルフォードサウンドからダフトフルサウンドに変更。周

辺のトレッキングは、ミルフォード、ルートバン、キーサミットトラックが全面閉鎖、唯一影響の

なかったケプラートラックをテ・アナウから日帰りで行けるマウント・ルクスモア（1,472m）に変

えた。また、ニュージーランドの最高峰、アオラキ/マウント・クック（3,724ｍ）が聳える国立公

園では氷河の間近までトレッキングすることができた。 
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１．テ・アナウ湖周辺（フィヨルドランド国立公園） 

 北島のオークランド、南島のクイーンズタウンを経由して 2 月 11 日にフィヨルドランド国立公

園の玄関口テ・アナウ入り。翌 12日は広大なフィヨルドのダフトフルサウンドをクルーズした後、

氷河湖のテ・アナウ湖周辺を下見する。 

13日は乗り場を確認済の水上タクシー船着き場へ急ぐ。約 10分の乗船で対岸のブロｯドベイに到

着。舳先から順次飛び降りる。船からは目指すケプラートラックの山並み、反対側のミルフォード

トラック方面の山並みがきれいに見晴らせる。昨日声をかけられて知り合った韓国人の李さん夫婦

と樹林帯の快適な道をゆっくり歩き始める。40分程同行したものの、奥さんが疲れたとのことで一

人先に行くこととする。苔むした樹林帯を抜け、岩場に架かる階段を上ってしばらく歩くと、標高

1,000ｍの森林限界を越えて草原が広がり、テ・アナウ湖、マナポウリ湖が眼下に、そして行く手

にはケプラートラックの山並みが広がる。途中

のルクスモア小屋には歩き始めて 2 時間 40 分

で到着。何とかピークに行けそうだと計算して

さらに登る。ところが、ここからが長く、目指

す山頂は遠い。トレックルートを戻る人に確認

しながら何とかピークへの分岐点に到着。ここ

で南島の山岳地帯に生息する体長約 50 ㎝にな

るオウム、ケアの出迎えを受ける。約 10 分で

ルクスモア山頂に立ち（右写真）、急ぎ下山を

開始。長い下りを水上タクシーの乗船時間に間

に合うように下る。最初は余裕だったものの、長い下り道に最後は必死になって、乗船時間の 10

分前に到着。ホテルへの帰路、熊本からの一行と会う。ミルフォードトラックを目指してきたもの

の、通行不能でテ・アナウ湖の遊覧船に乗ったとのこと。臨機応変に対応できる一人旅に感謝。 

２．マウント・クック周辺の氷河見物（アオラキ/マウント・クック国立公園） 

 アオラキとはマオリ語で「雲を突き抜ける山」を意味し、ここではマオリ語と英語名が併記され

る。2月 16日にアオラキ/マウント・クックビレッジに入る。天気は雨で視界は無く、ビジターセ

ンターで情報収集、明日は晴れるとの予報にホッとする。 

 翌 17日、朝まで降っていた雨が止む。まず、人気のフッカーバレートラックへ向かう。歩き始

めてしばらくすると日が射してきて西側のマウ

ント・セフトンの方向に虹が架かる。今にも落ち

てきそうな氷河や足元の花を眺めながらフッカ

ー川に架かる 3本の吊橋を渡ると、次第に雲が上

がりフッカー湖に着く頃にはアオラキ/マウン

ト・クックのピークが姿を現し、麓には黒ずんだ

氷河が流れ込む。昨日の雨で氷河から流れ出た青

氷が湖面に浮かび手を伸ばせば届きそうなとこ

ろまで来ている（左写真）。しばらく湖畔を散策

して写真を撮った後、来た道を戻る。その後、車
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で移動してタスマン湖とタスマン氷河を望む展望台まで往復する。マウント・クック山脈を挟んで

フッカーバレーとタスマンバレーの両側からマウント・クックを眺めることとなる。 

 18日はビレッジからケア・ポイントトラックをケア・ポイント展望台まで歩く。ここはミュラー

湖とフッカー湖の奥にアオラキ/マウント・クックを望める絶景ポイント。この景観を楽しんだ後、

天気も良いので、さらに西側のセアリーターンズトラックへと急な登りを行く。高度が上がるに従

って、マウント・セフトンから流れる氷河が迫り、氷河湖の向うのマウント・クックには雲がかか

る。セアリーターン手前まで登り、引き返す。ビレッジ到着直後に雨が降り出し結果オーライとな

った。 

３．終わりに 

 2月 19日には星空観測で有名な天文台のあるマウント・ジョンに登り、これも氷河湖のテカポ湖

を眺めながら湖畔へと下るトレッキングを楽しんだ。さらに、9年前の地震で日本人を含む多くの

犠牲者が出たクライストチャーチの追悼式典に参加して 2月 24日に帰国した。その後、新型コロ

ナウイルスの蔓延で海外渡航は難しい状況になっている。本当に良い時期に行ってきたと実感して

いる。                                （北田幹夫 記）   

［コースタイム］2月 13日 8：40水上タクシー乗船-8：50ブロｯドベイ‐11：00森林限界‐ 

11：30ルクスモア小屋‐13：05マウント・ルクスモア‐13：12下山開始‐14：20ルクスモア小屋 

16：25ブロｯドベイ‐16：45 テ・アナウ船着場 

2月 17日 8：30ホワイトホースヒルキャンプ場‐8：45フッカーバレートラック‐9：45フッ

カー湖（10：30発）‐11：20ホワイトホースヒルキャンプ場（車）‐11：40タスマンバレー駐車

場‐12：00展望台‐12：30タスマンバレー駐車場   

2月 18日 9：15ケア・ポイントトラック入口‐10：10展望台‐10：40セアリーターンズトラ

ック‐12：10セアリーターン手前‐13：30ケア・ポイントトラック出口 

 

 

『穂高小屋番レスキュー日記』を読んで   

この本は宮田八郎の遺稿集で、山と渓谷社から刊行されている。2019 年 4 月 10 日初版発行、私

が買ったのは 2020 年 8 月ですでに 5 刷である。短期間に 5 刷まで版を重ねるのは異例のことであ

る。山に登る多くの人に受け入れられているのだろう。 

 著者宮田八郎は私が営んでいた店チロルを何度か訪れている。あまり深く話すことはなく、登山

用具のことなど話しただけであった。今回発行されたレスキュー記録を読んで、もっと多くの話を

伺っておけばよかったと痛感している。 

 この本は多くのことを示唆している。例えば奥穂高岳から西穂高岳のコース（日本で一番困難な

一般登山コースと呼ばれている）で、体力的には奥穂高を出発して西穂高へ向かうのが有利だが、

技術的には多くの難所が下りになるので難しいと書いている。なるほどと納得させられる。 

 私は以前、東京の女性（60 歳）をガイドすることを引き受けた。その場合、技術の程度や体力

などを問いただして判断すべきだったかもしれない。しかし何も考慮することなく、奥穂高を出発

し西穂高山荘に泊まり次の日は割谷山を越え、焼岳を通って中の湯まで案内している。 
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 たかがすれ違いと侮るなという項では、登山道ですれ違う時、登る人は谷側、下る人は山側を通

ってもらうべきと教えている。私も知っている高名な写真家が、谷側へよけて墜落死した例を挙げ

ている。私はある年、単独で北又ダムから黒薙川を下って黒薙温泉へと向かっていた。黒薙第 2 発

電所が近くなった所で川と平行に幅 1 メートルくらいの木の橋があった。橋は苔むし腐敗していた

のでズボッと脇まで落ちてしまった。下の流れまで落ちれば命はなかっただろう。山側に寄って草

やササなどにつかまれば体重を分散させるので安全であったと思う。 

 長野県では山岳遭難救助は長らく民間の手に委ねられていた。一度に多くの人を救助するのに、

荷物運搬の方法をそのまま応用し、何人もの人を一つのモッコの中に収容して運ぶことを考えたの

は、東邦航空の篠原秋彦であった。199 頁の写真にはヘリコプターに吊下げられたモッコに何人も

の人が運ばれているのが映っている。その下部に人間が一人ぶら下がっている。この方法で多くの

人を救ったのが篠原秋彦である。彼はレスキューの神様とまで言われていた。ある時、4 人の救助

者をモッコに入れ、自分もモッコに入ったが、飛び立つヘリが揺れ、空中で自分だけ振り落とされ

て亡くなった。ヘリと自分を結ぶカラビナをセットしていなかったのか。その後を受け継いで宮田

八郎はヘリによるレスキューを継続していったのである。 

 やがて長野県警や岐阜県警にもヘリコプターが配され山岳遭難の救助は警察の役割となった。 

 一方の山岳県である富山県では 1959 年から山岳警備は警察の役割として行われるようになり、

年々隊員数も増え、技術的にも他に例を見ないようなものになっている。 

宮田八郎と最後に会ったのは紅葉の撮影に行った黒部峡谷の阿曽原温泉小屋。夕食前のひととき

佐々木泉君（元山岳警備隊員）と 3 人で山岳遭難救助の話が最後であった。 

 長野県、岐阜県では永らく山岳遭難の事故は民間が行っていた。富山県では昭和 34 年警察山岳

警備隊が結成された。初期は芦峅寺のガイドがサポートしていたが、年々警備隊の技術が向上して

きた。それでもまだまだ事故現場に居合わせた人々が協力することが多かった。 

 私は昭和 45 年（1970 年）から 4 年間、金沢工業大学山岳部のコーチをしていた。その最初の合

宿を剱沢で行っていた。まず剱沢小屋オーナーの佐伯文蔵に挨拶してテントに入った。その年、小

屋は雪崩の被害を受け補修のために小屋に来ていたのである。入山した 3 日目から寒冷前線が停滞

し大荒れになった。 

4 人の登山者が帰らない不在のテントがあり、八ツ峰Ⅵ峰 C フェースで 1 名宙づり、1 名転落生

死不明との情報もあり、佐伯友邦と警備隊が動いていた。長次郎谷の中で、2 人の遺体を確認して

帰ってきている。夜はその収容のための作戦会議を開くことになった。そこで文蔵は警備隊の日下

昭に佐伯郁夫を呼んで来いと命じ、私のテントに呼びに来る。夕食の終わった食堂で文蔵を座長と

して話が始まった。翌日は快晴、私の連れている十余名の学生は一番の働き手となって 4 名の遺体

を長次郎谷出合いまで運び、朝日航洋の小さなヘリコプターに乗せて作業は終わった。この件は「ピ

ッケルを持ったお巡りさん」に長次郎谷の悲劇として載っている。 

 その次の年（昭和 46 年）は好天に恵まれた。5 月 1 日雪上訓練を終えのんびり日光浴をしてい

た時、向かい側の一服剱の上にスキーをつけた 3 人のパーティが現れた。私たちはそれを眺めてい

た。滑り出した直後、彼らのシュプールから雪崩が発生。見ているうちに、一人が埋まってしまっ

た。学生たちとスコップやピッケルを持って走った。埋まった場所を見ていたので、時を経ずに掘

り出すことができたが呼吸することはなかった。 
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 この 2 件の事故は現地にいたので事故処理に協力することになったものである。当時の警備隊は

人数も少なく、長次郎谷の事故などは手に負えなかったことだろう。今日の警備隊では人数も多く

なり、技術も向上し、民間の力を借りることはほとんどなくなっている。 

 少し前まで、まことしやかに県境で落ちるなら富山側へといわれていた。富山県は無料で、長野

県は有料だからと。ある面それは事実であった。しかし篠原秋彦の死亡事故以来、各県ともに人命

救助は警察の仕事となった。しかし、タクシー代わりの安易なヘリ要請もある昨今、宮田八郎は言

っている。山岳遭難というのはその人自らが望んでその場へ足を運んだ結果のアクシデントなのだ

から本人（又は家族）負担でいいのでないかと。 

 長野県の小屋番の立場からの山の話、どきどきしたり、なるほどとうなずいたりしながら、一気

に読める。皆様も秋の夜長に楽しんでお読みになったらいかがでしょう。  （佐伯郁夫 記） 

＊「穂高を愛した男 宮田八郎 命の映像記録」（NHKBS1 スペシャル）が 10 月 11 日夜再放送された。宮

田さんが 30 年間穂高で撮影を続けた映像は延べ 1000 時間、500 本以上にのぼり、飛騨市神岡町の自宅に残

されている。 

 

山行記録         赤祖父山(1,033m)       

期日：3月 13日（金）  

参加者：木戸、近藤、松本、本郷、渋谷、瀬川、北田                

 

［コースタイム］8：00赤祖父池前駐車場集合―8：20ほう谷入口―9：20大杉（休）9：45発― 

9：50 道宗道へ－10：20林道―10：45 道宗道の道標―11：10 扇山（1,033m）―11：40 赤祖父山展

望峰（1,013m）12：25発―12：45扇山―13：50大杉―14：30登山口 

 

負釣山(959m)      

期日：4月 8日（水）  

参加者：鍛冶、渋谷、松本、山田、瀬川、北田 

［コースタイム］8：45駐車場―8：50登山口―9：30

四合目―10：15七合目―10：40頂上（959.3m） 

11：00発―11：45四合目―12：30駐車場 
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瀬戸蔵山(1,320m)       

期日：2020年 5月 15日（金）  

参加者：鍛冶、松本、渋谷、北田 

［コースタイム］8：15家族旅行村山野ス 

ポーツセンター前―9：00 840ｍ地点  

9：45 990m地点ベンチ－10：50頂上 

11：40発―12：40龍神の滝―13：05百間滑― 

13：50家族旅行村山野スポーツセンター前   

 

唐堀山(1,160m)      

期日：2020年 5月 23日（土） 

参加者：松本、渋谷、北田、菅田、瀬川 

［コースタイム］7：30神通川第二ダム駐車場－    

8：00加賀沢―8：15登山口―8：35 565m地点―  

9：15第１鉄塔（640m）―9：30第２鉄塔（740m）―  

9：45第３鉄塔（830m）―10：15第４鉄塔（955m）―    

10：40頂上手前の杉―11：00三角点（1159m）―  

11：15ヘリポート 12：15発―13：20第１鉄塔（640m）― 

14：30加賀沢 

 

 

浄土山（2,831m）     

期日：2020年 8月 6日（木） 

参加者：鍛冶、山田、河合、森田、 

北田、坂口（会員外） 

［コースタイム］7：20立山駅集合―  

9：30室堂―10：45室堂山―12：15浄土山― 

12：25浄土山南峰（ここより鍛冶・山田・河合・ 

森田は龍王岳へ、北田・坂口は雄山へ） 

12：55一の越－14：15雄山―16：30室堂（鍛冶・ 

森田・坂口下山）―17：30 雷鳥沢（山田・河合・北

田はテント泊）         （北田幹夫 記）                                       
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☆新入会員紹介 

神山
かみやま

朋子
と も こ

（52）2019年 12月 3日入会 会員番号：16564 東京都品川区（富山市中川原） 

紹介者 森田裕子、鍛冶哲郎 

自己紹介：初めまして。神山朋子と申します。数年，山岳活動を休止しておりましたが，この度

再開するにあたり，本会に入会させていただきました。現在，東京に在住しておりますので，関東・

甲信越の支部の方々ともコミュニケーションをとり，幅広く活動ができればと思っております。目

下の目標は富士山登頂です（今年はダメですが）。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

☆会員動向  

〇訃報：中薮淳一氏（会員番号：12760） 

 令和 2 年 5 月 17 日逝去、享年 87。新潟大学教育学部、山岳部出身で最初の赴任地が私の母校水

島小学校（小矢部市）。私は 1・2年を担任してもらった。JAC入会は 1998年 4月で翌年 7月に富山

支部の例会山行に参加され、上高地の山研に一泊し明神池周辺まで往復したことが 60 周年記念誌

に載っている。元福光山岳会会長。2000年とやま国体当時は城端町教育長として尽力された。近年

は体調を崩されて支部の会合にも顔を出されることはなかったが、支部創立 70 周年記念の感謝状

を自宅にお届けした時に奥様とご一緒にお話しさせていただいたのが最後となった。コロナ禍の中

の葬儀となり寂しいお別れとなった。ご冥福をお祈りいたします。      （山田信明 記） 

                    

〇退会者 稲葉英樹（会員番号：12157） 6月 

     森尻悠一郎（会員番号：11625）  8 月 

 

 

 

編 集 後 記 

正月休みに、今年の登山計画をカレンダーに書き込んでいた。春休みに海外へトレッキングに行き、雪解

けに合わせて、九州から北上して、夏は北海道へ、雪が降る前に紅葉をあちこちで楽しむ予定だった。

COVID-19 のせいで自粛したり、中止になったりで、次々に×印をつけて今年の計画は、行かぬままに残り

わずかとなった。今回の会報に掲載された山行もいずれも密を避ける配慮がされて、参加者数が少ない。単

独山行もある。けれど、原稿に添付された写真の中の参加者は、いつも通りに楽しげだ。さすがに引き籠り

に飽きていたので、皆さんの山行に触発されて一人で徘徊を始めた。来年は、テント泊に挑戦してみようか？                                  

(正橋立子 記)  
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