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黒部・立山ジオパークについて 

 

全国山岳古道調査        

 

 新型コロナに加え久しぶりの大雪で家で過ごすことが多い冬でした。読書や断捨離に勤しんだ方

も多いのではないでしょうか。私は JAC120周年記念事業の「古道調査」のこともあって、明治か

ら戦前にかけての山岳名著や紀行文のいくつかに目を通しました。読み進めているうちに過去の記

憶が蘇るのは良い方で、初めて読んでいるはずなのに明らかに読んだ形跡が出てきて呆れることが

2度 3度ならず、衰えているのは体力だけではないようです。ともあれ、先人の書いたものを読ん

で驚くのはその健脚ぶりです。1日に 10里前後の山道を歩いた記録は珍しくなく、嘉門次は有峰か

ら上高地まで歩くことがあったし、長次郎は、急げば、大町から針木峠、黒部川、ザラ峠を超えて

立山温泉まで行くと言っていたそうです。また、いわゆる近代登山が始まる前に如何に多くの人が

奥山に入っていたことか。狩猟、伐採、採鉱、修験・登拝、交易、巡視・取り締まり、情報など山

に入る目的は様々で、今にして思えば信じられないような軽装で歩いています。 

 今回の「古道調査」はそんな先人の足跡を発掘して後世に引き継ごうというものです。県内には

ザラ峠越えや黒部奥山廻りの道など歴史的に重要な古道がありますので、3月中に支部からいくつ

かの候補を本部に推薦し、選定された路線については可能な箇所から踏査をしたいと思います。県

内の古道には、すでに自然に戻って正確なルートが不明であるとか断崖絶壁を通るため踏査が困難

な箇所が多くあります。また、歴史や文化の観点からは過去に調査や論考がなされていますので、

机上の調査としてはこれらを超える成果は求めませんが、これを機会に、「歩く者」の視座で古道

を見直すことが山岳会として行う調査の意義ではないでしょうか。会員の高齢化もありますので対

象路線を絞り、実りある調査にしたいと思います。多くの方が参加されるよう、協力をお願いしま

す。                                 （鍛冶哲郎 記） 
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卒寿記念山行―立山登山       

期日：2020年 10月 3日（土）・4日（日） 

参加者：近藤、島津、他 6人 

 今年は春から新型コロナ騒動で髀肉の嘆をかこっていたが卒寿記念に立山登山をと思い仲間と

計画したが、9/19は雨で中止。9/26は宿が取れず、10/3・4に宿が取れ、天候も幸い曇り空との事

で三度目の正直で実施となった。 

 立山駅の駐車場は満杯、10時過ぎに着いたがケーブルも 2時間以上待ち（先に切符を買ってもら

っていた）で 11時 10分発に乗る。 

 バスの窓から称名滝を眺めながら上の小平に差し掛かるとイタドリやダケカンバの黄葉が見え

始めナナカマドやヤマウルシもボツボツ紅葉し秋の気配が感じられた。室堂へ着いたら結構大勢の

人が観光に上がってきていた。 

 1 時過ぎ、ゆるゆると一の越山荘へ歩き出す。お天気もまずまずだったがチングルマなどの紅葉

は少々くすんでいた。雷鳥沢のテント場にはぎっしりテントが張られ、また立山の稜線を歩いてい

る大勢の人達が遠望された。 

今日のメンバーの平均年齢は 76.3 歳、爺４、婆４の大年寄りのスキー仲間だ。祓堂までが意外

に遠く感じられたのも歳の故だろう。2 時半頃、一の越山荘に到着した。ここから高曇りだが遠く

の山々、餓鬼岳の上に富士山もうっすら、燕岳から大天井、槍、穂、赤牛岳に水晶岳、笠ヶ岳など

を綺麗に見ることができた。 

昨日は中秋の名月,今日は立ち待ちの月だ。部屋に入ってから K さん持参の抹茶で月見の茶会と

洒落る。あとは銘酒立山の大吟醸と各自持参の美味しい料理の数々で月見の宴会だ。窓外を見ると

雄山谷の稜線上に立ち待ちの名月が洸々と輝いていた。こんな結構な山行はもうできないだろう。 

翌 4 日、朝起きると濃いガスで何も見えず、6 時半朝食をとり雄山頂上へ向かう。風も強くとて

も寒い。三ノ越までの岩場の登りに息が上がる。ここに昭和天皇の皇太子時代の「立山の空に聳え

る雄々しさに～」と詠われた歌の歌碑があるので皆を案内する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五ノ越を過ぎたら頂上の社務所がぼんやり見えてきて 9時頃頂上に到着した。社務所は 8月盆過

ぎから閉じていた。風は止まず寒い。体感温度はマイナス 4～5 度だろう。寒さで頬がこわばって

喋れない。指先もチンチンかじこまっている。テルモスの湯で暖かいお茶を飲みホッと一息いれ頂
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上のお社、立山大権現に世界平和とコロナの収束、併せて家族と自身の健康を願い祈りを捧げる。   

このお天気ではと大汝山を諦め下山に向かう。下りは快調、頂上を目指す人たちがどんどん登っ 

てくる。若い人たちは皆元気元気だ。流石に我々のような老人は見当たらない。室堂へ向かうとき 

小雨模様になってきて雨具をつける。頂上へ向かうとき降らなかって良かった。12時 15分のバス 

で立山にお別れを告げ卒寿記念登山を無事終了した。             （近藤晋 記） 

 

                  

守門岳 （1,537m） 

期 日： 2020年 10月 10日(土)～11日(日) 

参加者： 松本、広瀬、渋谷、瀬川、石原、菅田 

 

10日(曇り後晴れ) 

  1 日目は足慣らしをかねて五頭山山行の

予定が台風の影響で中止となる。10時過ぎ

有磯海サービスエリアで待ち合わせ、途中

浅草ミュージアムによる予定が、昼食に

「へぎそば」を食べたいとの要望で急遽変

更して小千谷に向かうことに……。お目当

ての蕎麦屋さんに到着すると、大勢のお客

さんが外で待っている。待つこと 30 分以

上。遅い昼食となりましたが、とても美味しくいただきました。昼食後、国民宿舎浅草荘に到着す

るもお宿の手違いで泊まれず、急遽民宿「才七」を紹介していただきなんとか泊まることが出来ま

した。災い転じて福となるがごとく、まさに山菜づくしのもてなしで大満足でした。 

11日(晴れ) 

  6時に民宿を出発。二分栃尾線の舗装された道を通り、6時 40分に登山口に到着。装備を整え寒

くも暑くもない登山日和の中、7時に登山口を出発。7時 30分に最初で最後の水場に到着。力水を

飲んで元気をもらう。8 時水口平を過ぎた頃より陽も射しブナ林の木漏れ日の中を、森の恵みを堪

能しながら歩く。10 時 15 分青雲岳に到着。目の前の視界の開けた左手に大岳、正面に堂々とした

守門岳が見えた。鮮やかな赤、オレンジ、黄色がちりばめられた絨毯のような稜線の中を歩いて守

門岳に到着する。 

 民宿で作ってもらったおにぎりを食べ一休みして 11時 20分下山開始。下山は往路をそのまま引

き返すことに。13 時「中間点」に、14 時水場に到着。その後アケビとりをして 14 時 20 分登山口

に戻る。寿和温泉で汗を流し帰路に着いた。                 (菅田静子 記) 

「コースタイム」 登山口 7:00----水場 7:30----水口平 8:00----青雲岳 10:15----守門岳頂上

10:45・11:20----中間点 13:00----水場 14:00----登山口 14:20 
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荒島岳（1,524m） 

期日：2020年 10月 26日（月） 

参加者：北田、小野寺（福井登高会） 

 福井の山で紅葉を楽しもうと出かける。ブナの実などが凶作だとのことで福井でも熊の出没が相

次ぎ人身被害が発生。当初、中出登山口から登り勝原登山口へ下る予定だったが、急遽勝原登山口

からの往復に変更する。 

 福井北インターから中部縦貫自動車道が大野インターまで開通しておりここで福井在住の旧友

と待ち合わせる。登山口の勝原スキー場跡へ移動し車を停め、ゲレンデ

沿いに登り始める。やや曇っているものの、白山に連なる山並みを眺め

ながら登ると紅葉真っ盛りのシャクナゲ平に到着。ここは当初予定して

いた中出登山口から小荒島岳経由で来る登山道との合流点。しばし休息

の後、やや急な岩場の「もちが壁」にかかる。くさり、ロープが張って

あり、やや緊張して登ると中荒島岳へ。ここからは傾斜も緩くなり、ほ

どなく荒島岳山頂に到着。山頂は残念ながらガスに包まれて視界が悪く

寒い。風のあたらない場所を探し昼食を取る。ガスの晴れるのを待つも

寒さに勝てず下山を開始。「もちが壁」を過ぎて少し下った所で、小野

寺氏の友人と遭遇。なんとルーツは富山だとのことで話が弾み、一緒に

下山することとなる。 

 シャクナゲ平から小荒島岳まで往復。ここは中

出登山口から登れば通過したルート。途中は気持

ちのいいブナ林が続き、小荒島岳周辺の見事な紅

葉、荒島岳、大野盆地の展望を楽しむ。シャクナ

ゲ平に戻り、勝原登山口へと下る。  

              （北田幹夫 記） 

［コースタイム］8：30勝原登山口（スキー場跡）

—-9：45 トトロの木—-10：50 シャクナゲ平—-11：

20もちが壁—-11：40中荒島岳—-12：00荒島岳 12：

30—-13：30シャクナゲ平—-14：00小荒島岳—-14：20シャクナゲ平—-16：15勝原登山口 

    

 

        12 月例会の報告     

令和 2 年 12 月 16 日に毎年恒例となっている、12 月例会行事が開催された。今年はコロナ禍

によりできるだけ会合等の行事を必要最小限にということで第 8 回役員会の後に例会を行った。  

会場は CiC3 階のとやま市民交流館研修室で、普通なら 60～70 名入る場所を確保し、密にな

らないように注意をはらったが、参加者は 15 名と例年より少なかった。出欠の案内とともに近

況報告をお願いしたが 31 名の会員からコメントがあり、コロナ禍において個人的な山行や工夫
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して体力維持に努めているという内容にたのもしく感じた。 

例会の内容は2月にニュージーランドトレッキングをされた北田会員のトランピング報告会だ

った。私の初めての海外がニュージーランドで現地のパークレンジャーとの交流だったこともあ

りとても興味深かった。驚いたことは、昨年のオーストラリアの大規模な山火事やその後の集中

豪雨の影響がニュージーランドにも大きな爪痕を残し、有名なトレールが軒並み閉鎖されている

ということだった。世界一美しい散歩道と言われているミルフォードトラックも閉鎖ということ

で心穏やかではなかった。 

 

 

例年ならばこの後忘年会という手はずだったが、残念ながら今年は中止せざるを得なかった。

来年こそは笑顔で開催したいものである。なお、会員から寄せられたコメントは別刷りで配布し

ます。                                (河合義則 記) 

                              

 

富山県山岳連盟主催「映像と講演のつどい」   

 

期日：令和 2年 12月 20日（日） 

場所：富山市民プラザ アンサンブルホール 

山岳連盟の海外登山活動も様変わりしてなかなか往時の賑わいはありませんが、年に一回 

くらい老若男女を問わず一堂に会して「やぁ、久しぶり元気！」と声を掛け合える場があればいい

なぁと。 

 そんな思いで始めた「映像と講演のつどい」。初回は 2016年堀田弥一さんのナンダ・コート初登

頂 80周年、2回目は 2019年グルジャ・ヒマール初登頂 50周年。 

 3回目は、そうそう高塚さんの「小窓」が 50周年じゃなかったかということでお祝い会と絡めて

「世界第 2の高峰Ｋ２(8,611m)日本人初登頂の記録」と相成りました。 
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 当初は、4月 11日開催、「映像と講演のつどい」は山岳連盟主催、小窓 50周年は有志によるお祝

い会ということで準備を進めてきましたが、コロナ禍拡大の中であえなく延期。 

 時期を窺っていましたが 10 月も半ばになって、先行き不透明なのと高塚さんからも規模は小さ

くとも早いうちにとのご希望があり、会場予約、告知等から再出発しました。 

 山の映画はでっかいスクリーン、音響の良い会場で見るのが一番の希望に則り、希望曜日の空き

状況から会場は富山市民プラザ「アンサンブルホール」、お祝い会は高志会館を手配しました。 

 都市部でコロナが再燃する中、皆さんに来てもらえるのだろうか、お祝い会大丈夫だろうかと葛

藤しましたが、12月 20日(日)に「映像と講演のつどい」は約 100名、お祝いの会は 32名の方々に

ご参加いただき無事開催することできました。 

 映像は版元の海工房に上映許諾料を払い「白き氷河の果てに」の DVDを上映しましたがひと時パ

キスタン、カラコルムの 

地を体感していただけた 

のでは。 

講演は高塚さんの体調 

が今ひとつということで、 

同じくＫ２登山隊員の酒 

井秀光さんにもご登壇い 

ただき中西が当時の模様などをお尋ねするという形で進行しました。 

引き続き高志会館で「高塚武由、玖美子ご夫妻を囲んで」のお祝い会。時節柄、本当は参加した

かったのだけれどもという返信もたくさんいただき、静かな中にも懐かしさと友情がさりげなく漂

う良い集まりだったと思います。 

 たくさんの皆様のご協力をいただきながら滞りなく二つの催しを開催できましたことに心より

感謝申し上げます。                          (中西紀夫 記)

           

         

       1 月親睦会総会の報告     

令和 3 年 1 月 20 日に第 9 回役員会を CiC3 階のとやま市民交流館研修室で開催した。終了後

に親睦会総会を行った。親睦会は、毎年この時期に行っており、会計報告と会員の近況報告そし

て懇親会という内容であったが、今年はコロナ禍により懇親会は中止して、これからの親睦会の

在り方について方向性を協議した。 

親睦会は日本山岳会富山支部の希望者で構成し、冠婚葬祭に関する事業を行い、親睦を図るこ

とを目的に平成 15 年から発足した。これまでの会員数は 32 名でそのうち 10 名の会員が逝去さ

れた。また、これまでに 4 名の会員が日本山岳会及び富山支部を退会されたが、内規では退会後

も親睦会会員は継続するとなっていたため、コロナ禍の影響もあり内規を改定し、登録料返還の

手続きをとることを昨年の総会で決定した。 

今回の総会は会員全体で 18 名の内 9 名の出席、5 名の委任状を受けて開催し、川田代表幹事

を始め出席者全体で親睦会の活動終了を議決した。親睦会会員は全員日本山岳会富山支部の会員
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であり、これからも支部活動や山行等行事を通じて親睦を深めながら活動を続けていくことに変

わりはなく、発展的解消という事を皆さんが理解されたものと考えている。なお、登録料は会員

に返還し残金は支部会計に繰り入れることが了承された。          (河合義則 記) 

 

 

              牛岳（987m）雪山ハイク     

期 日：2021年 2月 11日（木・祝） 

参加者：山田（スキー組）、渋谷、瀬川、菅田、石原、近藤（歩き組）、その他 40名 

富山市体協主催。7 時渋谷さんに迎えに来てもらって牛岳スキー場へ、ここに JAC の仲間 3人が

来ていた。スキー組 25名は鍋谷部落から、歩き組 20名あまりはスキー場リフト終点から 9時かん

じきを履いて頂上へ向かう。今日は素晴らしいお天気になった。昨夜の新雪が雪山の歩きを一段と

楽しいものにしてくれる。 

 二本杉への林道は積雪 150cmくらい、ブナ平の木々はもう新芽が春の兆しを見せ始めていた。渋

谷さんは流石ナチュラリストの草分け、これらについての蘊蓄が深い。 

 この山は四季を通じ何十回も登っている山だが歳には勝てない,緩い坂にも息を切らせながら 11

時半に頂上に着いた。頂上のお社は 200cmほどの雪に埋もれていた。スキー組も同時に到着し、て

んでにラジウスでお昼支度。我々も車座になりランチタイムを楽しむ。 

 今日は気温が高く立山連峰は霞んでいたが砺波平野から富山新港は一望できた。12時半下山の途

についた。帰りはゲレンデも歩いて下ったので 2 時間掛かった。スキー場の小飯店に「絹ちゃん」

（室堂立山センターの名物母ちゃん）が来ていたので立ち寄りお茶をして帰宅。今日の万歩計は

19,000歩を記録していた。                         (近藤晋 記） 

 

 

 

播隆研究会だより No.4  

令和 2 年度自遊塾で「播隆上人」の講座開催                   

富山県は、県民に自主的な学習や交流の場を提供し、生涯学習ボランティアの育成を図る目
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的で平成 7 年から「県民カレッジ自遊塾」を開設している。播隆上人をより広く一般の人に知

ってもらいたいと思い、この講座に応募することにしました。コロナ禍によって講座の実施は、

下期のみとなり、10・11 月に 3 回の座学を行いました。 

内容は、第１回「播隆上人の生涯」、第２回「『迦多ケ嶽再興記』を読む」、第３回「槍ヶ

岳登山」でした。各回２時間、レジュメおよび資料を配布し、説明はパワーポイントで行いま

した。また、関連するビデオ映像を視聴してもらいました。参加者は 10 名、出席率は 90％で

した。塾生の方々からは以下の感想が寄せられました。 

・播隆上人の修行過程がわかり興味がさらに増した。 

・これまで全く知らなかったことが聞けて良かった。 

・第 2 回で古文書を読んだことが良かった。  ・毎回密度の濃い参考資料だった。 

・関係施設を訪れてみようと思った。     ・現地研修ができず残念だった。 

・映像をもっと見たかった。         ・3 回の回数は少なかった。 

・3 回目は内容が多すぎて走り過ぎたように思う。5 回くらいに分けた方が良かった。 

初めて講座を開きましたが、参加された皆さんの熱心な取り組みの姿勢に励まされて終える

ことができました。資料を準備してみると、自分自身がまだよくわかっていないことが多いこ

とに気づかされました。次も参加される方に喜んでもらえる内容にして講座を実施したいと思

います。                               (金尾誠一 記) 

                                    

 

豪 雪 の 山   

 近年は雪のない冬が続きスキー場などは営業できない年もあったが、今冬は久しぶりに豪雪と言

える大量の降雪であった。私の家は国道から 100m ぐらい距離があり、人力ではとても及ばないの

で、除雪機を買ってなんとか道を確保した。 

 少し前までは、年末・年始に豪雪があると山岳遭難が発生したものである。 

1960 年（昭和 35 年）には赤谷山で富山大学山岳部員 6 名が死亡。林勝次教授（後に学長となる）

が佐伯文蔵に頼み芦峅寺の人たちによって遺体が収容された。 

1963 年（昭和 38 年）三八豪雪と名付けられた年は愛知大学山岳部員 13 名全員が死亡している。

この時は深雪ではかどらない人たちを超えて最初に太郎平小屋に入ったのはヘリコプターに乗っ

た人であった。以後ヘリコプターが遭難救助の主流となっていく。 

 これまでで最も大量の遭難は 1969 年（昭和 44 年）である。年末からの降雪で、剱岳一帯で SOS

を発信したのは 15 パーティで死亡者は 19 名となっている。年末の 12 月 30 日に早月尾根から東

大谷側に落ちたピッケル山友会の 1 名を加えると 20 名にもなる。 

 今年も年末からの大雪となったが遭難者は皆無であった。それを私なりに考察すると今日の天気

予報は精度が高く１週間先までほぼ確実な予報がされるようになった。それで自分たちの計画では

登頂できないと考えると、早めに撤退という判断がされる。逃げ足が速いから遭難しないと言える

だろう。 

 魚津岳友会の今年の行動は、12 月 25 日に入山、松尾平泊。26 日は 1750m、27 日は早月小屋前
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とテントを進め、30 日は他の山岳会 5 パーティと共に頂上へ向かっている。獅子頭まで登ったが

あまりの強風に登頂を中止して下山した。その中で北海道の 1 パーティのみ頂上に向かっている。

結果として今シーズン登頂したのはその 1 パーティのみであった。（CL 菅沼利昭談） 

 上市峰窓会は 12 月 30 日に入山し、馬場島にテントを張る。31 日朝起きてみると 80 ㎝の降雪が

ある。年末から早月尾根に登っていたパーティはすべて昨日のうちに伊折へ下山してしまっている。

馬場島荘も営業せず、早月小屋にも誰も入っていない。山岳警備隊を除けば山にいるのは自分たち

だけ。天候によっては早月尾根上で孤立することも考えられると登山を中止。新人会員も含め 6 人

で軽いザックで松尾奥の平まで往復したと同人誌「たをり」に報告されている。 

 今年の大雪は 35 年ぶりとテレビや新聞が報じている。1986 年（昭和 61 年）以来のことになる。

富山気象台へ電話で聞いたところ、その年は年末年始に雪はなく富山市の最高積雪は 2 月 16 日で

117 ㎝とのことであった。自分の住んでいるところでは 35 年前のことは何も思い出せない。しか

し糸魚川市能生町柵
ませ

口
ぐち

集落では巨大雪崩が発生し民家が襲われ 13 名もの死者を出したことが思い

浮かぶ。それは鉾ケ岳から連なる権現岳の斜面に積もった雪が一気に集落に到達したものである。

雪崩の後、防護柵として巨大なジャングルジムのようなものが設置されたのを私は鉾ケ岳登山の際

に何度も見ている。 

 大雪に遭遇した私の登山 

 1959 年（昭和 34 年）小窓尾根から早月尾根へ 

 第 13 回国体を機会に親しくなった不二越山岳会の福本彰と話していたところ、厳冬期に登りが

いのある山はないかなという。それは小窓尾根を登って早月尾根下山だろうと私が提案する。戦前

3 月には立教大学によって登られているが、厳冬期には登られていないと言ったところぜひやろう

ということになった。 

 1958 年 12 月 30 日から入山。その年は関西山岳会と富山大学山岳部も入山していた。深雪をラ

ッセルしながら進んでいくと関西山岳会が下ってくるのに出会う。早々に撤退である。1 月 1 日は

富山大学のテントを越した。これで私たちが一番の先頭になる。 

 背中の荷物は 30 ㎏以上もある。今日のような食品はなく、生米・生野菜・缶詰など重いものば

かりである。少しでも軽くするためテントは使わず全行程雪洞とした。米軍放出のシュラーフは 4

日目頃から濡れ凍結し始める。スベアの灯油コンロはあるが後の行程を考えると乾燥用には使えな

い。1 月 7 日早月尾根を下っていくと西京大学（現京都府立大）のテントがあってそこに泊めても

らう。その後リーダーの小山貢氏とは交流を持つようになった。1 月 10 日下山。長い豪雪の山行

であった。（その年の「岳人」に記録あり） 

 2001 年（平成 13 年）の早月尾根  

 これは私の生涯最大の豪雪山行となった。2000 年 12 月 30 日、写真仲間である群馬県の友人 2

人をガイドして剱岳を目指した。 

 伊折から歩いていると上市窓峰会の I 君がラブ４の四輪駆動車で洞門の中まで送ってくれた。お

かげで予定より早く馬場島に着く。山岳警備隊で入山手続きをし、早月尾根を登る。ハッセルブラ

ッドという重いカメラとレンズを何本も持っていた T 氏がバテバテになったので、カメラを雪の中

に埋めていく。ヘッドランプをつけてようやく早月小屋に入る。翌朝私はカメラの回収に行ってく



 

 

10 

 

る。31 日は小屋で過ごした。 

 元旦は音もなくただ雪が積もった。小屋前の幾つかのテントは撤収して下山していく。 

 1 月 2 日は終日吹雪。残っていたテントも下山。早月尾根にいるのは私たちだけになった。ただ

八ツ峰に 5 パーティと大日方面に 2 パーティ。 

 1 月 3 日小屋の玄関は完全に埋まった。2 階西側の窓から出て除雪。雪塊をとってきてストーブ

の大鍋に入れている。 

小屋の裏に雨水を溜めるのに酒の醸造元が使うような高さ 3ｍもあるタンクがあったが、だんだん

見えなくなっていく。小屋から出ることなく、ただ窓の外にせりあがっていく雪を見ていた。 

 1 月 5 日、東京志岳会の男３、女１のパーティが小屋に転がり込んできた。人津谷から大日岳を

越え剱岳頂上をまわってきたとのこと。連日の行動で 4 人とも顔面凍傷になっていた。 

 「明日は晴れる、全員一団となって下るように」と馬場島の警備隊から連絡あり。通称丸山と呼

んでいる小さな突起までラッセルに行く。身長を越える深雪で、ほんのわずかの登りなのに 1 時間

を要した。 

 1 月 6 日、いよいよ出発である。私、妻、写真仲間 2 人、東京志岳会 4 名、それに 4 月から警備

隊にはいる予定の湯浅を加え全部で 9 名である。丸山までは楽に行けると思っていたのに、なんと

全部埋まっている。再び空身で 1 時間のラッセルになってしまった。深雪のラッセルに力をだせた

のは 7 名。下りとはいえ腰を越える深雪は大変なものであった。なんとか松尾奥の平まで下る。が、

平坦になるとまるで進まない。馬場島は絶望的な遠さに思われた。スキーをはいた人影が見えた時、

これで助かったとホッとする。馬場島にいた山岳ガイドの多賀谷治と稲葉英樹であった。迎えに来

てくれたガイド仲間のきずながうれしかった。 

 この時、内蔵助谷出合では名古屋山岳会などの 3 名が雪崩に埋まっている。八ツ峰にいた各パー

ティはヘリコプターで救助され、東京志岳会より１日遅れて人津谷から入山していた魚津岳友会も

大日岳でヘリコプターにより救助された。この豪雪の中、自力下山したのは私たちだけでした。 

 （佐伯郁夫 記） 

                               

                                 

  

☆新入会員紹介 

高尾昌明(57)2020年 11月入会 会員番号:16687 富山市元町二丁目  

紹介者 鍛治哲郎、河合義則 

自己紹介:トレイルランニング をするようになってから山を登ることの楽しさを知りました。レー

スで出会ったランナーに富山県から来たことを告げると「富山は登るところに事欠かないですね」

と言われて初めて登山に恵まれた環境で生活していることに気がつきました。57歳から始めた登山

ですが広く会員の皆様といろんな登山のお話を聞かせていただく機会があればと楽しみに入会し

ました。富山陸上競技協会評議員と日本スカイランニング協会医科学委員、日本登山医学会会員に

なっています。お気軽にお声をお掛けください。 
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☆会員動向  

〇訃報：石浦邦夫氏（会員番号：9055・富山支部顧問） 

 2020年 10月 17 日逝去、享年 91歳。1954（昭和 29）年 12月旧制東北大学大学院（理・生物）

中退、1955年 1月富山県公立学校教員、小川中学や雄峰高校などの校長を経て、1990（平成 2）年

3 月富山県教育委員会教育参事退職、その後も富山市科学文化センター館長、富山県理科教育振興

会顧問、富山県自然保護協会副会長などの公職を歴任、2017 年 10 月に教育功労で瑞宝双光章を受

章。趣味の写真は玄人はだしで、晩年まで撮影を続け、自ら撮った植物や風景を絵葉書にして我々

山仲間に送ってくださった。8 年ほど前のことだが、上高地にいた私を訪ねて来られた。取り次い

でくれた女性が「黒部の爺様」と名乗る方がお見えになっていますと困り顔でいうので、出てみれ

ばはたして先生であった。先生は、「あんたのところは職員の教育が良いねえ、とても好感の持て

る対応であった」とご満悦である。直裁的ながら茶目っけがある先生に、取り次いだ女性も気分を

害すことなく、くすくす笑っていた。専門の植物だけでなく教わることの多い人生の師であった。

著作に「私の安曇野」、「安曇野の思い出」、「安曇野に遊ぶ」、「青いケシを訪ねて」、「大蓮華に遊ぶ」

がある。                                （鍛治哲郎 記） 

 

〇富山県山岳連盟の役員改選 

 2 月 7 日開催の平成 3年度定期総会において中西紀夫副会長が新会長に選出された。山田信明前

会長および本郷潤一前副会長は顧問に就任した。なお総会には鍛治支部長が代議員として出席、支

部からの出席者は他に松本、永山、中島、野崎、石渓、森田の各会員。  

〇西本隆夫会員 昨年 11月の危険業務従事者叙勲で瑞宝単光章を受章された（元県警部）。 

〇永山義春会員 薬師岳方面遭難対策協議会の救助隊副隊長としての 50 年にわたる活動に対し、

富山市から 2月に特別表彰された。 

 

 

編 集 後 記 

今冬は 1 月 7日から降り出した雪が止まず、35年ぶりの大雪となりライフラインにも大きな影響が出た。久

しぶりの屋根雪下ろしは重労働でバテバテ、汗をかいて見上げる空に 38、56、61 の豪雪記憶が蘇った。しか

し、降雪後の晴れ間には立山連峰が輝き、ヒマラヤにも劣らぬ見事な景観となった。また、お陰で県内のスキ

ー場は久しぶりに賑わい、私もほぼ 2年ぶりとなる滑降と山間のカンジキハイクを楽しむことができた。 

1 年以上に及ぶ新型コロナの影響で行動が制限される中、なんとか会報 115 号が発行できました。役員並び

に会員各位のご協力に感謝いたします。                      ( 北田幹夫 記)  
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