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        弥山川、双門の滝を目指して 

                                 2013. 8.25  高見 毅 

日時 ：８月２０日 

参加者：野田庄次、須藤和雄、原政雄、美浪敏明、船津主税、安田亨、高見毅（７名） 

 

近畿の最高峰八経ヶ岳を源として北西に向かって流れ出る弥山川は天の川（天川村）十

津川、熊野川を経て太平洋に注ぐ大峰山の主要な川である。そして、この弥山川は両岸に

急峻な嵓を配し、日本滝１００選の双門の滝、勇壮な１、２の滝など、我々山人を魅了さ

せてくれる秘境である。 

大和富士ホール６:３０集合、２台の車で出発。 

榛原から２時間、登山口の熊渡に８:３０到着。 

双門コース案内板の横のポストに登山届を投函し、

さぁ出発。 天気は最高！ でも・・・。 

皆はちょぴり不安顔、なぜなら、この案内板に 

“このコースは岩場、ハシゴが続く上達者コース

である”と、注意書があるからだった。    

 

林道の途中から金引コースと別れ、いよいよ弥山川。 

すぐに広々とした白川八丁の水無し河原に到着。 

皆は元気一杯、表情にも余裕感じられる。 

 

原さん、レモン味はいかがですか？ 

野田さんのヘルメットも似合うよ。 

 

 

白川八丁を更に進むと、大きな釜風呂状の淵に水音

もなく流れ落ちるガマ滝が現れる。 

水量は少ないが水は澄み、魚が驚いて岩かげに隠れ

るなど、自然が一杯。ヘビのご挨拶もあった。 

 

以後右岸の朽ちた木梯子や危ない鎖場をトラバース

状に進み、水量は少ないが綺麗な川のクルミ谷出合

に着く。ここで休憩、水が恋しかったのだ。 

 

この渡渉から左岸に入るが、ここからは主に川の中

が道、乱立する大きなゴロ岩を右往左往しながら乗り越え、乗り越え、遡行する。気温は

高くないが湿度が高いため、歩き始めるとすぐに汗だくだくとなる。 

 

釜滝 



１１時３０分、ついに第一目的地の１の滝の滝見 

テラスに到着（登山口から３時間）。 

素晴らしい！ おおいいなぁ！と、皆から感動の声

があがる。 まさに仙人の憩いの場だ。 

「俺、昔一人でここまで来たわ」と、野田さんの記      

憶も蘇る。  

さぁ、雰囲気抜群のテラスで待望の昼食だ！ 

 

１２時３０分、「俺、ここで待っとくから」と言う野

田さんの見送りと滝下の水に浸したスイカを残して

最終目的地、双門の滝の滝見テラス目指して出発する。 

 

さて、これからが大変、岩壁に立て掛けられた梯子、

梯子、そして、急峻な岩に取り付けられた１本の鎖に

命を託す危険な登攀が待っていた。 

「誰だ、ここに連れて来たのは」と、声こそ聞こえな

かったが皆の顔がそのように物語っていた。 

 

やっと一つのピークを越えて下ったところで先行す

る安田さんから「滝が見えるぞ」と声。 

 

１４時、やれやれの思いで滝見テラスに到着。 

遠くに双門の滝がざぁざぁと、音をたて、

当たりの岩壁にこだましている。 

滝の高さは７０ｍだがテラスの真下は

数百メートルの崖、向かいには８００ｍ

はあろう仙人嵓の絶壁が迫る。 

「一人では来れんなぁ」 

 

これこそ真に仙人の住む秘境だ！ 

 

下山は同じ道を辿り「後ろ向きで！ 

３点支持で！と、原さんの掛け声。 

１の滝のテラスには予定より１時間遅

れの１５時半に到着。 

さぁ待望のスイカだ！ このスイカは

4.2kgの室生産で７００円、味に自信は

なかったが、皆の渇いた喉、身体を潤

し、力を蘇らせてくれたようだ。 

双門の滝 



１６時、この地を出発。 杜撰な計画に目をつむり、登りと同じ道のりを粛々と下り、

無事、安全地帯の白川八丁に到着。すると天気予報通り、夕立が時折激しくやって来た。   

もう３０分もってくれればと、思いながら、傘や雨カッパで登山口に急ぐ。結局、登山口

に着いたのは１９時に近い。出発から約１０時間の長丁場、お疲れ様でした。 

「今、天川村、９時頃到着するからな」と、心配の家族に電話している。 

  

今回の計画の出どころは“夏場を快適に過ごせる山は何処？”からはじまり、悩んだ挙

句に大峰山地の奥山のこの渓谷となった。従って、こんなところに慣れない人は緊張の連

続で冷や汗をかかせてしまった。大変申し訳ないと反省しつつも“昔、こんな処まで行っ

たなぁ”と話題になればいいかと思い、私は榛原に向けて車を走らせた。  

 

 

 

 

 

 

 

 

      釜滝の水色 

 

 

 

   命を預けた鎖場（下方は切れ落ちてる） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 １の滝のテラス（上部に２の滝）         原さん、野田さん、俺の出番だ！ 



健康サイクリングを楽しんでいます 

2013.9.20  増谷育男 

 

夏の暑さも落ち着きこれからは外に出るのが気持ちいい季節になりました。

空気のきれいな宇陀市の環境は多くの寺社、仏閣、景勝地があり自然もいっぱ

いです。坂もあり、田舎道も走りやすく自転車に最適な街と分かります。 

 

自転車への動機は定年後の体重増加により、関節の痛みで長時間の散歩や山

歩きに支障が出始め友人の勧めもあり自転車での近郊散策に切換えました。 

その結果は筋肉強化により関節の激しい痛みが消え、高血圧等の成人病の数

値が下がりました。私の体験から 65歳から始めたサイクリングは身体にも心に

も効き、健康づくりに理想的なスポーツだと分かり現在も継続しております。 

＜活動状況＞ 

私の自転車はママチャリとロードバイクの中間のスポーツ軽快車（クロスバ

イク）で週 4 回近所の仲間と息の切れないペースを守って、車の少ない安全な

道を主に菟田野～大宇陀の 5つのコースを約 2時間、約 30キロを走っています。 

大切な出発時間は季節によって変えていますが、夏は涼しい時間に出て市街

地から芳野川沿いに菟田野に向います。宇太水分神社で安全祈願をして途中の

景色を楽しみながらアニマルパークで休憩談笑して自宅まで帰ってきます。 

またお天気が悪い日や雨の日は路面状況を判断し、決定、延期を決めています。 

土、日曜日は休養日とし、個人の気の向いた時に好きなコースを走ってきます。 

年 2回春と秋は曽爾～名張、東吉野～吉野方面を走り 70キロライド後の反省会

をＫさん宅で楽しんでおります。 

毎年この繰り返しですが自分の体力に応じたコース、スピードで交通ルール

を守って事故のないように楽しむことを心がけております。 

 

この 5 年間でいろいろな人との出会い、新発見、出来事がありましたが自転

車の魅力と意外な効果にも気が付きました。 

＜自転車の魅力＞ 

① ウオーキングもジョギングも快適で健康にもよいのは同じのようですが、自

転車の魅力の一つは運動量が多いのに楽なことです。最も大きな点は座って

長時間乗れて運動不足解消にもなるのが特徴です。 

② 走行中に当たる心地よい風が自然の扇風機となりすぐ気分転換ができます。 

夏でも日陰を通過すると思ったより暑くない、冬でも太陽が当たるコースを 

選べば思ったより寒くないことが経験できました。 



③四季を肌で感じ、新鮮な季節感を楽しめ草花や鳥の生態変化も発見できます。 

④いままでに行ったことのない場所を知り、宇陀の歴史的魅力を再発見できる。 

⑤一人でいつでも気楽に楽しめ、都会と違い専用道路も空いている。 

＜自転車の効果＞ 

① 金は貯まらないが筋肉は増える、消費エネルギーはジョギングと同じで老後

の筋力の衰え防止になります。 

②自転車はサドルが体重を支えているので脚の関節にかかる負担が少なく私に

とっては好都合のようです、関節の損傷進行も止まりました。 

① 強くこいだり、軽くこいだりの運動量が多く有酸素運動のため、内臓脂肪を

燃焼させぜい肉がとれてお腹もへっこみました。また新陳代謝も血液の循環

も改善されて持久力が向上し、疲れにくく回復しやすい身体になりました。 

 

    サイクリング仲間と琵琶湖一周 海津大崎にて 2010.9.20  右から三人目 

他にもありますが、何と言っても最大の効用は、ボーとしなくなりました。 

自転車は頭を使うのでボケ防止に役立っていると思います。 

サイクリング道中ではヒャ‐とハッとする場面もあり適度な緊張感が集中力

を高め、左右の確認も習慣となり「ミラー確認、右よし、左よし」の復唱は常

に判断力、注意力を養い、日常の自動車の安全運転にも活かせるようになりま

した。 

年令と共に腰の具合も次々と違う個所が痛みますが、これを克服するために 

自転車でリハビリして治して行きたいと思っています。 

気候のいい秋、青春サイクリングヤッホー、ヤッホー 

                            （おわり） 



 

スイスアルプスと登山鉄道の旅 （その１） 
7/27Sat. to 8/5Ｍon. , 2013 

  

2013.8.28  真田一郎                                                       

 

若いころ、背景のアイガーに溶け込んだオジイサンやオバアサン達が（当時はそ

のように見えたのだが. . .）ゆったりお茶を楽しむ写真に憧れたものだ。 

 

我々にも今その時がきたのでは、と衝動に駆られたのは数年前であった。 

天候の安定した時期に素晴らしい景観を満喫しながら軽いハイキングなどで楽し

む方法はないものかと調べていた。 

 

個人旅行を前年から準備していたが、今年 5月に手違いで頓挫してしまった。や

むを得ず、パッケ－ジものの中から希望に近いような商品に乗りかえることになっ

た。 

 60才台を締めくくりたい旅への思いはあるものの、左脚しびれや腰痛の不安があ

った。 

旅の目的は、できるだけ山岳列車を利用して、古くから日本人アルピニストが関

わった、ご存知のアイガーを含めたベルナーオバーランドと、壮大なパノラマが期

待できるゴルナーグラートを訪れることだった。 

 

主要な訪問地が日程の真ん中にあり 4日間がわり当てられ、その前に若干の高度

順化を意識したもので、サンモリッツには、レイテイッシュ鉄道（ＬｄＢ）乗車の

利便性から 2泊するものだった。 

入国時・出国時には空港近くに１泊の待機ロスを入れ、合わせて現地 8泊で俗にい

う「10日コース」だった。 

 

 願ったのは、上記の主要 2ヶ所 4日間余の天候が良いことであった。 

身近な支援者を連れて旅立った。 

 

旅の 3日目は、ＬｄＢベルリナ線で終着のテラノまでの間（本来は起点らしい）、

車窓から移り変わる緑の風景を楽しんだ。 

途中で雨になったりしたが、電車の旅なので好運だった。 

 静かで落ち着いた雰囲気からがらっと一変して、陽気で明るいイタリア･テラノ

の街で昼食をするまでが往路であった。 

 

帰路はディアポレッツァ展望所（標高 2984m）でベルリナ山群を眺望する予定で

あった。 

イタリア側は晴れていたのだが、あいにく、目的地は曇り空で高い山はガスに包ま

れ眺望できず残念だった、 

冷たい風が強くてレインコートのフードで防寒するほどであった。 

 



 

自転車にも先を越されるほどの超ゆっくり列車が気に入ったことと、ホテル近辺

（標高 1700ｍ）の湖畔やその清閑な周辺の散策は癒しそのものだった。 

 

ホテルは湖畔の近くにあり、窓から見える景色は湖を真ん中に落ち着いた静かな

雰囲気があった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 旅の 4 日目は第一目的のベルナーオバーランドへの移動日で、グリンデルヴァル

ト村に向かった。 

サンモリッツからアンデルマットまでは、ご存知の「氷河特急」だ、特急とは歩く

よりは・・・で、「のんびりと走る観光レストラン列車」であった。 

   

 

 

 

                          

 

 

 

 

席に着くと間もなく、がっちりとした体格のおばさんがテーブルを作りにやって

来た。 

*スイスビールで喉を潤しながら、まるで芝生のように綺麗に刈り込まれたように

見える牧草地が続き、ところどころに羊や牛がのんびり草を食べるのどかな牧歌的

な風景を楽しんでいた（*ワイン同様に地産地消主義でハイネケンなど注文否）。   

ブドウ畑とコーン畑が多く見られた。 

クールでスイッチバックしたため、前後が逆転してしまった。 

アンデルマット駅に近づくと標高 2000ｍを超えるため、それまでの通常のレール機

関車から歯車駆動の機関車に切り替えたりしていた。 

車窓からも氷河を伴った山々が迫ってきた。 

 



 

同行の旅人は 11 人である、数名は鉄道ファンで、彼らはこのような機関車の入

れ替え作業にも執心していて、カメラの準備に余念はなかった。 

  ご夫婦そろってお酒大好きの７７才ご主人・年上の奥さん、それに同年代の現役

美容師の女性お２人と、想定外の超熟年パワー組みに圧倒され面食らう始末だった。 

 

 このご夫婦は小生と同年齢の時（8 年前）に逆回り（ジュネーブ入国）をしたレ

ピーターであった。こんなことで、 69 才で腰痛に悩んでいるんだなどとは言えな

くなった。 

 

 アンデルマットからはそれまでと対照的な「ポストバス」の旅だった。 

「ポストバス」は優先走行できる細い山道（言いようがないのだが、人の通る山道

よりは広い）を通り、あまりに細くて崖淵を走るためひやひやしどうしだった。 

 

ちなみにこのバスは盛夏の７、８月かつ晴天時のみ運行されるらしい。 

添乗者によると、「ポストバス」とは山々の小さな村々または集落を結ぶものらし

い。 

一般車走行は住人のみ許されるが、バスが優先走行する、また運転手は特別な運

転経験者だけに限られるそうだ。 

 

老齢化が進んでいるため、いつまでポストバスが維持されるかわからないそうだ。 

これらの古い道（主に～中世に利用されていた）は観光用にも再利用されているら

しい。 

二つの峠を越えたがこのあたりは、ナポレオン軍とオーストリア軍の激戦地跡だっ

たらしい。 

 

 峠の茶屋 

 

 

 

 

                          

 

                              

 

 

 

グリンデルヴァルト（1000m)のホテルに無事に着くことができた、すでに頭の中

はアイガー(3970m)が部屋から眺められるかどうかで一杯だった。 

 

夢かなえられて、ベッドに寝ていても見える最高の場所が得られた。 

就寝前に夜のアイガーをみるとトンネルの途中駅であるアイガーヴァント（2865m）

の明かりが漏れていた。  



 

 

スイスアルプスと登山鉄道の旅「地図」 

 
 

 

 
 

（次号へつづく） 
                                                           



日本百名山を踏破して 飯豊山 

2013.8.28 林田俊彦 

前回、夏号に「北海道編」としたが次は「東北編」としてまとめたかったが、東北には１４

座ある。東北を一くくりにして編集すれば上面だけの記述で一山毎の内容が薄くなる。 

今回は貴重な体験をした飯豊山のみについて記す。 

１９９６年、平成８年６月２１日 百名山唯一の大事故を経験する。 

山形、福島、新潟の３県にまたがる長い支脈を抱える飯豊連峰、真夏でも残雪が多く、山上

の湖沼、お花畑、源頭の流水など、景勝地が多く魅惑の山塊とある。わくわくする。 

大阪から夜行列車で新潟の新津駅下車、会社の新潟出身の山仲間のＴ君と待ち合わせ彼のお

じさんの車で登山口までの２時間余の飯豊山荘まで送ってもらう。 

彼のおじさんは山岳指導員だ、山荘で今日の天気の様子、雪渓の様子を聞いてくれる。 

天気は登り始めは晴れ、門内沢まで約３時間、ここから石転び沢の雪渓を登る。 

深田のガイド本には石転び沢のコースで「雪渓は上に行くほど傾斜がきつくなる。アイゼン

を付けて登る。上部は落石が多いので、頭上には充分注意したい。とくにガスの時は要注意

だ」とある。 

地図上はこのコースは点線で表記、普通はベテラン向け、通常期は実線の梶川尾根の登りだ

が梅花皮（かいらぎ）山荘まで７時間、雪渓コースは６時間、７月上旬ならこの雪渓コース

は雪渓が安定している。これまで白馬の大雪渓、剣沢の雪渓、北岳の大樺沢の雪渓を経験し

ている。これまでの経験では雪解けの道は石がゴロゴロのガレ場でずるずると滑り歩きづら

い。かえって雪渓上の道が安全である。 

今年は雪が豊富という、梅花皮沢は皆が好んでいく評判のコースで８割の人が選ぶという。

いつもは４本爪のアイゼン持参だが今回は６本爪をこのために購入、ストックはこの時代伸

縮式は出回っていない。ストックなし、雨具にロングスパッを着用、スキーストックをＴ君

に１本借りて登りだす。 

雪渓を１時間くらい上った頃に重装備の２人連れが下りてくる、上の状況を聞く、上の方を

見るとガスで見えない。ガスって危ないので断念して下山するという。 

思案するが上りの６時間の４時間近く登ってきた。続行する。 

あとで反省するも判断ミス、せっかく遠くからきてなんとかなると甘い考えだ、おごりと引

き返す勇気のなさ、北アルプスなどの雪渓は登山路に赤ペンキの道しるべがあり、圧倒的に

登山者が多いのでコースが取りやすいが、人気コースとはいえ東北の奥深い山は登山者が少

ない。時期が早すぎたのか踏み跡がほとんどない。斜度はますますきつくなる。いつしかガ

スが濃いくなり２～３ｍ先きもわからない。現在位置がわからない、時間からすればあと３

０分～１時間もすれば尾根に出るはずと思いもくもくと上る。自分の感覚では斜度４５度近

いか？本来はこの当たりで草つきの道に入る頃と思いつつ先がまったく見えない。 

むやみに草つきにあがれない、クレバスがあるのでどこでもというわけにはいかない。 

私が先頭でリードする。 風が出だした。雪面は堅い、キックがきかない。体を斜めにジグ

ザグに上る。１本のストックを谷側に突き刺す。その時、突風が吹いたと思う、何が起こっ

たのかわからない、アッという一瞬、滑落、何分滑ったのか体が何回転もする、これで終わ

りかと頭によぎる、でも途中からなんとか止ろうと両手を伸ばしてゆび先で雪面をとらえよ

うともがくが、そんなことでガリガリの堅い雪面をとらえられるはずはない、身体は重いザ

ックを背負い加速がついている。 



これぞまさしくワラをもつかむ心境だった。最後はどうにでもなれという気持ちで大の字に

なりアイゼンをきかす格好にする。やっと止る。どれだけの時間転がったのか長く感じた。

ここは石転び沢の名のとおり大きい岩石や小さい石が落ちていた。大きい石に直撃していた

らと思うとゾーとする。止って手にはストックがない、腕時計がない。眼鏡は汗でくもるの

でポケットに入れていたが枠が折れレンズが外れている。オーイ、オーイと上の方を向いて

大声を出すが返事がない。寒気がしてブルブル震えだす。身体はずぶ濡れ、雨具の下にはＴ

シャツ１枚、ザックから下着と上着を取りだし、着替える。何分くらい待ったのか長い時間

に感じる。 

上の方からオーイと２人の声がする、ここや！を連発する。一安心する、顔面に擦り傷、腕

の先に血が付いてる。即下山、飯豊山荘に着きタクシーを呼び、新潟市近くの救急病院へ行

き応急手当をしてもらう。その日は新潟のＴ君の実家に泊めてもらう。次の日榛原まで帰り

病院に行きレントゲンを撮ってもらうと左の肋骨が３本折れていた。肩からバンドで固定し

て次の日会社へ行く。顔面スリ傷がありそれとわかるが仕方がない。動くとズキズキ痛む。

６１座目の登頂になる予定だったが初めて挫折を味わう。 

３年後１９９９年９月２２~２６日に再チャレンジ。今回は上りが７時間のロングコースにな

るが梶川尾根コースをとる。初日は快晴、梅花皮小屋は新築して間がない。この時期でも小

屋番はいない、今回４人で貸し切り、木の香りがする１階、２階を独占、大の字でシュラフ

に入り寝る。 

次の日、尾根上から滑落した石転び沢、中ノ島を見下ろすが結構急坂で場所は特定できなか

った。いつか石転び沢コースを再チャレンジしたいと思いは残る。 

台風接近中の予報は知っていた。そのせいか長い縦走中２～３組に出会った程度で静かだ。

尾西小屋に荷を置いて飯豊山最高峰の大日岳を目指す。 

水がなくなり、地図の水マークを期待したが結局なくがっかりしたこと、尾西小屋に戻ると

今まで晴れていたのに、歩いてきた後から真っ黒な雲が急速に近づいてくる。風と雨がアッ

という間に襲いかかる。そんな感じで山の天気は急変するさまを経験する。飯豊本山山頂で

はガスの中記念撮影する。雨はやんでいた。 

飯豊本山小屋は新築中で泊まれずその先の切会小屋まで行くことになるがガスが深くなり雨

風が激しい、ルート探しに苦労する。台風の通過中を実感する。小屋中で屋根が飛んだらど

うしょうか？とＯ君が心配する、飛んだら飛んだ時と腹をくくるくらいに激しい雨風が夜中

ちゅう襲う。次の日雨風は少しおさまったのをみて予定より２~３時間遅れで出発。下山後飛

び入りで民宿泊、おじいちゃんこだわりの手打ちそばを特注、とても旨かった想い出が残る、

９２座目で東北シリーズを完了する。 

 

上り始めは見通しがきいていたが間もなくガスがでる、石転び沢の雪渓 

(完) 



聖岳～光岳 一人旅 

2013.7.29 

                   下 谷 毅 夫 

はじめに  

今夏用に二つの登山計画を作っていた。一つは、山形の飯豊山と大朝日岳登山、

二つ目は、南アルプスの聖岳と光岳だ。7月に入ってから、山道具をまとめて玄

関に並べて、山の天気予報を毎日見ていた。北は梅雨明けが遅い、７月は南か

ら攻めようと決意し、１００名山天気予報と毎日にらめっこ。4日間の連続の天

気が出たと計画実行を決めたのが、実施の前日、7月 19日。玄関のリックを車

に乗せ、初日テント泊の資材積み込み出発準備完了だ。例によって宿の予約は

一切なしのままだ。良いことではないが天気最優先の山行には予約なしだと気

楽に出発できるので個人で行く場合の常套手段だ。 

この日は早々に床に入った。家内は準備不足のため今回はお留守番。気楽だ。 

行動開始 

７：３０ エンジン始動。聖岳の飯田側登山口（便りが島）向けて発車。5～６

時間ぐらいの所要時間なので気分はゆっくりだ。飯田ＩＣの先は崩落が多く昨

年はすんなりと通れなかった箇所が多かったと聞く。それに地図上の道路が複

雑ではっきり言って目的地への到着には自信が持てない。時間に余裕を持って

家を出たのはこれが理由だ。車のナビを設定する目標が少ないのも困った理由

だ。短い距離なら地名はなくとも地図上の一点をクリックし目的地とすれば受

け付けるので、この方法で距離を伸ばして矢筈公園、同トンネルをくぐり、125

号線の上島トンネルの上を跨いで林道赤石線に入り便が島、易老渡を目指す。

ここからが神経集中。道幅が狭く路肩崩壊危険、分かれ道多多、かつ１７時～

翌朝８時までの通行禁止道路が上流（北又発電所界隈）にあるので入山にはか

なりのハードルを感じる。 

便りが島着 14：40。夕食はテント泊代５００円でレトルトカレーを作る、つい

でに翌日の朝、昼のおにぎりを作って寝た。車中泊の心算が虫と暑さで地獄、

テントを早々に張りネット全開で涼しく快適にすぐ寝付かれた。 

二日目 

４：20 には明るく足元がかすかに見える。出発。聖光小屋の奥の急斜面をジ

グザグに登り、やがて川沿いの斜面を横断して歩く。山側からの沢が押し出し

た土砂を乗り越えて進むが沢があまりにも急なので谷に滑ると留まることなく

１００～２００メートル下の 

激流の川面にあっという間に届いてしまうだろう。まさにビクビクものだ。こ

の状態が 



小一時間続く。その先が西沢渡。荷物用の 2 メートル四方の鉄パイプ製の籠が

両岸にある鉄アングル間にブラ下がっている。両岸の滑車間に６本の２０ミリ

ザイルがあり、人力でザイルを引くとじわりじわりと鉄籠が動く。人間はすぐ

わきに丸太一本の７メートルばかりの橋を渡るのでそうだが水面まで２～３メ

ートルの高さではストック下に届かず、誠に怖い。 

たまたま集まった３人で人と荷物ともども鉄パイプの籠のお世話になったが、

三人で一汗をかいた。重いのなんのって大変だった。そこからは普通の登山。

鉄山まがいの傾斜を絶え間なく登るまた昇る。特に景色が望めるわけでなしひ

たすら忍耐の４時間３０分 

薊畑の分岐に到着，ガレ場の横に狭い平地が確保されている。ここに荷物をデ

ポ。空ら身で聖岳を４時間半で往復する。この往復はまさに地獄。１００メー

トル歩いて立ち止まり呼吸を整えてまた歩く。青息吐息の４時間半だった。な

ぜこんなに疲れたのかと思いつつ聖平小屋にへたり込む。今日のお駄賃は大き

な大きなお駄賃だった。何と１本６００円のビールが２本で５００円で賜った。

どうして？ 世の中すてたものじゃねーよ。この件、別途続きは後日 

期待あれ。この日の夜中、昼のような明るさに目を覚ます。なんと満月？、煌々

と輝くお月様を仰いだ。 

そして、目の前に、あの世界遺産様、富士山がね、目の前にどっしりと。二度

と見られないよ。こんな幸せ掴んだんだ。これもお駄賃か。 

三日目 

4：30の朝飯を頂いた。いつもは朝がパンの小生。この日の味噌汁に涙が出まし

た。うまかった。 

５時に出発。南岳、上河内岳、茶臼岳、順調に 15：20光小屋到着。何と３時を

２０分ばかり回っているので今夜の夕食ありませんですって。そんなのないよ。

神様。昨年の経験ゆえに私は、激怒を抑えられた。じつは昨年幌尻岳の小屋で 

自炊場、食事場に屋根がなく、折しも雨降り、こんな理不尽に皆さん文句を言

わないのって周りに聞いたら、仙人風情のおじいさん曰く、こんな場合、私は

は夕食抜きにするんです、だって。まさに仙人。この日私も仙人になりました。

実際は昼の残りのおにぎりに、小屋のカップラーメン。平静な心で味わった最

低の夕食、おいしかった。でも、腹いせか６００円のビール２本飲んだのは反

省点かなぁ。やっぱり怒ってたのかなぁ。 

四日目 

5：20 昨日の道を易老岳迄戻り、あとはひたすら下るだけ。道々、高山植物を

愛でる時間を増やし、ルンルン気分で易老渡に戻る。11：10. さらに 30 分か

けて聖光小屋に戻り 

コーヒーを沸かしつつ、冷水で体を清め、テントをたたみ、前後して歩いてき



た人たちと談笑し、17：00 帰宅までの英気を養って、12：30 にエンジンスタ

ート。なぜか、運転中、眠気に襲われなかったのは近年になく珍しいことだっ

た。 

感想 

7/20～7/23 のあわただしい山行だった。とはいっても、リックは１週間ぐらい

玄関にあった訳で、待ち焦がれた山行だったともいえる。今度の山行では、特

徴的なことは毎日、ばてばてだったことである。帰って１週間たつが日常的な

テニス以外に何もやっていない。つまり休養に終始しているのである。なのに、

疲れがとれてはいないらしい。どこか体が重いのである。ばての現象は５０歩、

１００歩も歩くと呼吸が乱れ、とても足が先に進まない。そんな状態で終始し

ていた。そこで、立ち止まり深呼吸を１０回２０回と繰り返すと呼吸が落ち着

く。そこで歩き出す。帰宅後、コースタイムを見てみると、特にひどく時間を

使ったところはないことに気付いた。（地図からとった時間は休み時間が含まれ

るとして参考にしているが）初日は１時間早く歩いている、それ以降は１０分

前後で大差ない。つまり、今回は単独行なので昔なっがらの早足気味の傾向は

登りの初日には見られるが二日目以降は速足にはなっていない。 

私の今回感じた現象は、以下のように考えてみた。一人歩きは多くの人と同じ

く私も速足になっている。昔は（体力があったので）速足に呼応して呼吸も違

和感なく活発に活動できた。そのため、息が上がることは意識にはなかった。

しかし、最近の私は体が疲れてくると、肺の酸素吸収能力の低下し、体の酸素

消費をカバーしきれなくなってきていると思われる。 

息苦しくなったとき、立ち止まって、深呼吸を何回かすると一分以内の短時間

で息苦しさが無くなり普通の呼吸に戻る、そして普通に歩くことができる。足

の疲れとは考えにくい。この場合のばての回復は呼吸を整えることで済んでし

まっているようだ。まだわからないのは、初日だけはコースタイムが短く他の

二日はコースタイムは予測値と変わっていないことはどうゆう事なのかこれは

説明できていない。今は早歩きと、呼吸（酸素呼吸量）の関わりで考えている

が疲れの深さが変わった場合を考慮すべきと思うようになっている。私は、随

分前から息苦しくなると 

一回吸って一回吐くの呼吸から、２回吸って１吐き出し、さらには、３回吸っ

て１吐き出しまで変化させて、息苦しくなるとしばしば、意識して活用してい

るが、疲れと吸い込み回数は関係がありそうだと感じていたが、今回はこれが

通用しなかった。 

４回吸って、１吐き出しをすると息苦しさが緩和されると思ってやってみたが。

通用せず、かえって息苦しく感じる。つまり、吸い込みに４回分の時間が長す

ぎて、吸い込み待ちが我慢できず息苦しくなるのである。 



疲れてくると、経験的に、２回吸いこみ、さらに疲れると３回吸い込みと 

変化させてきた経験がある。これは、私の肺は疲れると吸気効率が下がる 

事、もう一つ、体が疲れると酸素をより多く要求する、この傾向に深く考えず

に対応してきたのだろう。これらの事はもう少し実験が必要だと思っている。 

これらは、今後の課題としたいが、結局のところ 

私の体は今までの一人歩きの際の習慣的なちょっとだけの速足が最早無理とな

っているのであろうと思わざるを得ない。さみしいことではある。 

次回の登山の時には歩き方とばての関係をもう少し試みるつもりだ。結局は、

もっとゆっくり歩けと言う事だとしたらそれでも良い。私は、無意識な早歩き

を直して楽しい山歩きができるようになれば、体の疲れも緩和できるし、自然

をもっと楽しみながらの登山になると思っている。 

結論、単独行でも速足にならないように訓練し直すことに気を付けようと思っ

た次第である。皆さんはこんなことを経験したり、気づかれたことがおありで

しょうか。 

とは言え、完全無欠の解決方法は、楽しい仲間と喋りながらゆったり登山する

事なんですよね。これが常にできれば、悩むこともありません。皆さんよろし

く。 

では。８月は山形の大朝日と飯豊山頑張ります。 

 

                          

                                

 

 

(完) 



高城岳～三郎ケ岳～袴ケ岳山行句集 

平成２４年５月 

 

登山口きりりと結ぶ靴の紐     甲斐田博幸 

パノラマに金剛生駒夏の雲 

伊勢本堂若葉若葉に隠れけり 

 

念願の山に登頂若葉風       須藤 凡雑 

山頂に生きる厳しさ蟻地獄 

 

蛙啼き棚田賑わう隠れ里       原 正雄 

葉桜も愛でているらし隠れ里 

 

万緑の山へイレブン笑顔良し    鍛冶本凡輩 

案内す記紀にゆかりの山登り 

 

裾で見る袴ケ岳や若葉燃ゆ     高見 凡高 

若葉萌え又新たなり記紀の山 

獲物待つ辛抱強さ蟻地獄 

 

森抜けて里山の空夏の雲      藤本 孝山 

老鶯（ろうおう）に淋しさつのる峡（かい）の村 

 

万緑の宇陀の山並日を浴びて    三明三頭火 

若葉萌ゆ袴ケ岳の眩しさよ 

疲れ身に気を引き締めて登山口 

 

汗しとど高城山頂還暦だ      安田 亨 

静けさを破る山路の蛙かな 

 

原さんも初参加して山若葉     金城 凡生 

森抜けて植田の明り峡の里 

足跡ものこる植田に小さざ波 

遥拝の向きは伊勢とや夏霞 

                       （完） 



土によせて 

2013.9 小西益樹 

 

鍬で耕した土をギュット握ってみる。黒くてほの暖かく少し湿り気を含み手のひらを開け

ばパラパラとゴム長の足元に落ちる。 

畑の中は暗闇だが意外と賑やかでモグラが好物のミミズを目当てに縦横にトンネルを掘る、

そのトンネルを野ネズミたちが利用して目の前にぶら下がっている！芋や牛蒡を齧る。 

モグラのトンネルは表面の土が盛り上がっているのですぐ分かる。野菜の下にトンネルを掘

られると根が水分を吸収出来ないで枯死することになる。モグラたたきとはよく言ったもの

でトンネルを踏み潰しても次の日にまた新たなトンネルが出来ている。 

土はミミズの他に冬眠中のあるいは避暑の蛙、サワガニやオケラなどの昆虫、夜盗虫やハム

シの卵など、いわゆる我々にとっては様々な「害虫」の揺籃になっている。 

 

さらに小動物や昆虫の外に、土の中では何億という微生物が弛まず活動している（小さじ

一杯のなかに１億とも）。これらの微生物以外に、様々な有機物はもとより鉱物や天然の放

射性物質や火山灰、また大陸から飛来する「黄砂」なども混じって多彩である。ある研究に

よれば黄砂も土の栄養源になっているらしいが、最近では PM2.5という厄介なものまで加わ

ってきた。これを分解する微生物がひょっとしたら居るのかもしれない。 

 

最近質量ともに変わったと感じる雷雨だが、この時スパークする雷光は放電現象として知

られていて真に幻想的なものであるが、その瞬間空中に窒素を生成する。窒素は植物の生育

には欠かせない三大要素（窒素・燐酸・カリ）の一つで、雷光を別名「稲妻」と云うとおり、 

古から雷と稲作の関係がよく知られていたことが分かる。 

 

土の中の微生物は植物の成長になくてはならない重要な役割をもっている。 

微生物は次の５種類に分類されている。（細菌（バクテリア）・糸状菌（カビ）・放線菌（土

壌酵素）・藻類・原生動物）このなかで植物に関係の深いものは細菌・糸状菌・放線菌と云

われている。 

細菌を始め様々な微生物は連携しながら土中の有機物を糖やタンパク質、でんぷんに変え、 

最終的に炭酸ガス、水、アンモニア、硝酸塩、リン酸などの無機物に変換する。 

一番多い細菌は小さく肉眼では見ることが出来ない。 

ちなみに下図は先日、畑で撮ったコイモの根の周りにある「放線菌」の写真である。 

一見綿のようであるが、抗生物質を作ると云われていてわかりやすい。 

 

放線菌（コイモ畑） 

 



 

 

これらの微生物がどのように植物と関わっているのか？ 

まず植物の根の部分には通常の約２０倍から１２０倍の微生物が集まって来て盛んに活動

しているこれを「根圏」という。根圏の厚さは根から１ｍｍくらい。 

微生物の働きで無機物になったものが根から吸収される。 

一方植物の根から出る分泌物（糖・アミノ酸・ビタミンなど）もこれらの微生物が「えさ」

として取り込んでいるそして微生物の分泌物や自身もふたたび植物の根に栄養素として返

している。すなわち共存関係（というより蜜月の関係）にある。 

 

微生物の営みが衰えると植物も生育しない。また有害な微生物が根に集まると枯死する

（連作障害）。一方微生物は「短命」だと言われる、そこで農作物では微生物の「えさ」と

なる有機物を絶やさぬよう供給する必要がある（追肥）。 

また酸素（微生物は好気性が多い）や水分を与えることも大切である。 

 

また最近では「エンドファイト」というものが分かってきた。日本語で植物共生細菌。 

微生物（特に細菌）が植物の内部に入り込んで生育を助けるという。驚いたことに植物から

の「呼びかけ」によってこれらの菌が根から植物の細胞内に入り共生が始まるそうである。 

 

アスファルトなどで覆われた土や化学肥料、農薬散布などで微生物が減り土の活力が失われ

ることはこれで容易にお分かりだろう。 

 

面白いことに豆類などは生育中に根瘤バクテリア菌が出来、その内部で空中の窒素を取り

込みアンモニア作り出す。この根瘤は目で確かめることが出来る・・・枝豆などで収穫を終

わった後、掘ってみると根に茶色っぽい大小の根瘤（コブ）が沢山ついてくる。マメ科以外

でもレンゲを畑に漉き込むことを「緑肥」と呼ぶが、レンゲの根にはこの根瘤があるためで

ある。このように微生物の助けだけに頼らず自ら成長するという逞しい植物もいる。 

 

あらゆる命の源、母なる大地・・・まさに人の最期も「土に返る」と云うではないか。 

原始地球の海で誕生した生命体が最初に「上陸」したとき、この土中微生物と共存したこと

が後の生物進化の礎になったとも云われる。 

 

この宇宙のように膨大な微生物世界には今のところ人智の及ばない闇が有るらしい。 

将来人類の存続を危うくするウイルスが出現し（最近ぼちぼち例あり）これに対抗する画期

的な特効薬になるかもしれない菌が、アマゾン辺りの原生林の土の中で眠っているかもしれ

ない。また人類を滅ぼすのは核戦争や人口爆発や異常気象でもなく、いま地中で大人しく眠

っている有害微生物が突然反乱を起こして・・・こう真面目に考えている学者もいるそうで

ある。 

 

話がたいへん飛躍し読者もきっと退屈されたことと思うが、早々に勉強は切り上げ！ 

我が畑の土に話を戻そう。 

作物に機嫌よく育って貰うためには、土の有機質を増やし酸素をよく行き渡らせ有効な微生 



 

 

物の活動を助けるような「土作り」が理想だという事が解ったが、さてこれには長い時間と

根気が必要である。 

そこで手っ取り早く収穫の量と質を「確保」にするため化成肥料や農薬を使いたくなるの

が人情だが、これは生きている土のダイナミズムを乱すことになると信じて使わないことに

している。土には米糠と牛糞それに生ごみに EM菌（有用微生物群）を混ぜて発酵させたもの

を定期的に土に混ぜ込んでいる。（この EM 菌についてはその効果に賛否両論があるが） 追肥

には発酵鶏糞と米糠を混ぜたものを使っている。 

そして何よりもこまめに鍬で「耕し」土を細かく砕き、土に酸素を混ぜ込むこと。 

 

植える作物については水持ちと水はけのバランスが大切で、乾燥あるいは水気を好む作物

の使い分けが大事である。 

それぞれ地方の名産といわれる作物もそこの土壌と深く係わっているのだと思う。 

我が家の「猫の額」のような畑でさえ、周りの地形のせいで、乾き気味な場所、湿っている

場所、風当たりの強い弱いがあるし、毎年、連作障害を避けつつ、乾/湿に適した作物を選

ぶことに苦心をしている。 

 

有機物の多く含まれる土は居心地が好いのだろう、よくミミズが繁殖する、これを狙って

モグラが増える、次にはいよいよ猪である。本来ミミズが好物なのだがついでに作物を失敬

してゆく（まるでブルドーザのように）。一方で日本の温暖多雨気候では土中のカルシウム

やマグネシウムが失われやすく酸性に傾く（微生物が育ち難い）。石灰や苦土石灰を 

撒くのはこのためである。「お茶」などは酸性を好むらしいが。 

 

作物の出来不出来という話になれば、土の良し悪しに加えてその年の天候に大いに左右さ

れることは言うまでもない。 

 

 結局、このように土作りとともに苦労して育てた野菜が虫食いで壊滅することも 

ままあるけれど、満足できる位に育ち新鮮なうちに食べると、その美味さに 

自分ながら感心することもあり、実に楽しいものである。 

 

 

リンドウの風にゆれてる鍬のさき  

 



沢登り思い出の記  

                               2013.9.3 野田庄次 

 

定年後に渓遊会に入会して沢登りを始める。毎月１回 ｛渓遊｝とゆうなまえ

で遡行記録を発行していた。 

 

９５号（１９９７年６月号） 

１９９７年５月３日～５日 

参加者；松崎、西川、開田、森、野田、中尾 

 

記 野田庄次  

５月３日 

森さんの車で１６９号線東熊野街道を紀州の南端那智勝浦に向かって南下。 

ウオータージェット乗船場の志古近くから右折して１６９号線と別れる。県道

（那智勝浦熊野川線）に入り小口川に沿って滝本に向かう。 

５月４日 

昨夜の雨で増水のため予定を変更して南紀の名所を訪ねる。 

宝竜滝～野の滝～那智滝～熊野古道～橋杭岩～一枚岩～滝の排 

５月５日 

滝の入口からすぐに橋を渡り右岸の林道に入る。３０分ぐらい歩いて谷に下る。

いきなり朝一番の難所、斜滝 F２に出会う。滝の左岸から高巻く。とりつきから

手ごわい。 

トップの西川氏がアタック。垂直に近い壁をトラバースして壁からハング気味

に突き出ている太い大木をまたぎこす。 

確保なしのトップの西川さんもここはわしもチョット考えたで！ 

壁の途中での後続の確保なので大変。下の確保者もセルフビレイをして安全策

を取る。下から登る者もセルフビレイを取ってから、ザイルにプルージュク結

びをする。 

F2を高巻くのに５０分を費やす。３０分沢なかを歩いて越前谷への分岐に来る。 

ここで大休憩をとる。右俣の奥にへヤ滝（F３）が姿を見せる。 

両岸が絶壁で迫り垂直に滝壺にドスンと落ち込み飛沫を上げている。 

３日夜からの大雨で滝の水量が多い。F４、F5のナメ滝を過ぎると F６が右岸に

７０ｍもある柱状を重ねて巨岩がそそり立っている。 

岩の合間に可憐なピンクのコメツツジが咲いている。 



右岸には大きなゴロ状の大岩石が積み重なり、その合間から大きな椿の古木が F

６スラブ滝を引き立たせている。 

南紀の滝や周りの風景はスケイルが大きい。ここで休憩。 

F８、F9と２段のナメ滝を迎える。大きな階段状になったところに亀の型の滝壺

がある。ここは高巻く。 

S状の廊下を過ぎゴーロを駆け上がり明るい河原に出る。 

ここでたき火をして昼食にする。 

滝壺のまんなかで１７～１８ｃｍ位のオスとメスと思われる２匹のアマゴがぐ

るぐると円を描いて泳いでいる。 

互いの頭と尻尾をつつきあって水面でピチャピチャと水しぶきをあげて泳いで

いる。張り合い説、求愛説、じゃれあい説。いろいろと学説が出る。 

F１４を高巻くと明るい幅の広いナメ滝の連滝が大きなカーブを描いて連続で

ある。 

その両岸にネコ柳の花弁が風に吹かれて花吹雪。 

淡いピンクのコメツツジの群生。若葉の新緑の合間からウグイス声。 

最高のカメラアングルなのにみんなは無視。 

どんどん先に行くの？最後尾の松崎が叫ぶ。悔しがる。３０分ほど登ると左手

の上に林道がみえる。地蔵茶屋に行く。 

大雲取山まで登らずに下山。 

コースタイム  入谷６：３０～下山１５：００ 

   

写真は｛近畿の山・日帰り沢登り｝中庄谷 直/吉岡 章共著（ナカニシヤ出

版・平成１１年７月初版）の裏表紙に渓遊会のグループの写真が掲載されました。 



私の余生は老い仕度（その３） 

2013.8.31  須藤 和雄 

 

まず、読み始める前にＢＧＭ「空に向かって」を聞きながらお読みください。 

http://youtu.be/BrqNqZ-Ixp0 

 

今年６月 20日付け<夏季号>では次の趣旨の事を書きました。 

・帯津良一「達者でポックリ」より抜粋 

・私の実践中の積極的養生とは～ 

  ①心を軽くする為の身辺整理 

  ②自分の身体との対話 

  ③社会との関わりを保つ 

    ○いい場に身を置く(八剣山の会など) 

    ○旅やイベント参加で「ときめき」を積極的に求める 

・新聞、雑誌、書籍や人に聞いた話などの中から「自分が納得した」事を 

羅列しチョット感想を挟んだ拙いエッセイ 

 

以下、本稿の話題--- 

 

奈良の文化・観光・グルメ情報を発信しているブロガー鉄田さんが 

曽野綾子の著書について述べています。 

http://blog.goo.ne.jp/tetsuda_n/e/fc4cee934554c9515adf99b2a11af8fd 

最近の著書、曽野綾子『人間にとって成熟とは何か』の中で・・・ 

『人は歳相応に変化する方が美しい。 

人はみな平等に年を取るが、しだいに人生がおもしろくなる人と、 

不平不満だけが募る人がいる。両者の違いはいったい何か。』 

 

と云う視点が目に留りました。 

(彼女の巧みな日本語使いの技の魔術かも知れないが・・・) 

 

「不平不満だけが募る人」とは何が原因なのだろうか？ 

この点について私は常日頃から、新聞、雑誌、書籍に触れたり、 

色々な人を観察しながら次の様な事が原因と感じています。 

 

A.「見栄・世間体」を最重要判断基準にする束縛から脱することが出来ない 



B.他人の良い処が見えず、悪い処に気付くと直ぐに攻撃する癖がある 

C.精神と肉体のギャップ(気力と体力のギャップ)を暮らしの中で処理 

出来ない 

D.「忘れることは生きる為の人間の智恵だ」と云うが詳細まで記憶している 

E.自分を積極的に表現しないで孤独な暮らしを好む 

 

"責めず、比べず、思い出さず"をモットーに「楽な生き方」模索しながら 

私は常々「しだいに人生がおもしろくなる人」になりたいと思い暮らして 

いますが、実態はどうでしょうか。自分では判断できません。 

皆さんから叱咤、反論、お導きのご教示を頂きたいと思っております。 

 

読書感想ブログを覗いて、新書を読んだことにしてエッセイを書く私の厚かま

しさを恥じつゝ拙文を終えたいと思います。 

(つづく)  

 

私は最近「名詞を見聞きしても中々覚えられない」ことを自覚しており、 

メモ紙片を携帯しております。先日、何処かの寺院で下の張り紙を見て 

安堵しております。 

 

 



撮楽放浪記 in京都 

2013.8.31 堀江政四郎 

 

★臨済宗大本山【妙心寺】 

国宝重要文化財など名宝、寺宝の数々があり、一般に広く開放した坐禅会や 

法話などで禅の心に触れるかけがえのない寺で四季を通じて花が咲きます。 

紹介する白い花は妙心寺内東林院庭園にて撮影した『沙羅双樹の花』 

(京都でも珍しい) 

 

 

 

[写真データ]ニコンＦ５、 80～200ミリレンズ 2.8、フジフイルム PROVIA100 

      Aモード、絞り 8 ﾌﾟﾗｽ 0.3、 三脚使用、(6月頃) 

 

 

 

 

 



★本山修験宗【三室戸寺】 

雨上がり、杉木立ちに囲まれた木漏れ日が差し込む絶好のシャツター日和。 

花群、気品溢れる紫陽花を濃淡を利用して撮影中、 

一輪のハート型が目に入りシャツターを押したがピンボケ失敗。 

被写体が高い位置に咲いている為ブレないようにカメラの液晶部分を下向きに 

両手を確り上げ、一瞬呼吸を止めシャツターを押した一枚。 

寺の受付で見せたら「当方では珍しく来年も咲いて欲しい？」とか。 

 

 

[写真データ]ルミックスＦＺ200、28～600ミリ、F2.8 125、 

            ISO200、WB晴天、Pモードﾏｲﾅｽ 0.3、2013年 6月 24日 

 

≪俳句三題≫ 

  紫陽花のハートで追る夫婦愛 

たっぷりと花に囲まれ風薫 

杉木立ち紫陽花顔が薄疎ら 

（完） 



能登半島巡る旅 

               2013.7.3 1 金城 凡生 

 

 昨年八月末、友人と二人で二泊三日の能登半島巡りの旅に出た。 

ともに古稀を迎えた前年は、念願の白馬岳へ登頂したものだが、今回は旅行社

のツアーで能登半島巡りとなった。 

二人とも能登半島の付け根までは行ったことはあるが、それから先は未知の世

界だけに期待が膨らむ。 

頃は良し。石川さゆりの唄う「能登半島」の歌詞のとおり ♪夏から秋への能

登半島♪・・・なのだ。 

大阪を昼過ぎの出発。特急サンダーバードとバスを乗り継ぎ「能登ロイヤル

ホテル」へ到着。田園地帯にある立派なホテル。 

フロントに掲示してある歓迎の言葉の中に、江戸時代からの諺で、「能登はやさ

しや土までも」と言われている、とある。 

能登入り早々うれしい諺に楽しみが募る。 

 翌日の早朝、ホテルの７階から望む能登は快晴。遠くの山の上で風力発電の

風車がゆっくり廻っている。 

     新涼や能登の山並高からず   凡生 

今日の予定のコースは、輪島の朝市と千枚田、そして能登半島の最先端「禄剛

崎」など。バスは先ず輪島へ向かう。実りの秋を迎えて黄金色の稲穂が眩しい。

ホテルの諺を拝借して一句。 

     土までも優しき能登や稲の秋  凡生。 

朝市に入ると、日焼けして逞しい売り子のおばちゃん達のわめく声が左右から

飛んでくる。旬の野菜や日本海で獲れた魚が屋台に盛られている。自分の考え

ていた朝市は、もっと狭くて客同士が肩を触れ合うイメージだったが、こちら

は道路幅が広く、おまけに綺麗に舗装された道路である。 

輪島の朝市もハイカラになっている。 

奥行きのある朝市から手前の路地にはいると、開けた波止場に出た。輪島は

日本海に面した漁師町でもあったのだ。鳶も上空で舞っている。 

     秋晴れの輪島朝市磯の香も       凡 生 

     日焼けして声も逞し朝市女        〃 

 千枚田も日本海に面して、実りの秋を迎えていた。展望台から眺める千枚田

は黄金色に輝き、白波の打ち寄せる海へ落ちる。この光景にあちこちで歓声が

挙がる。添乗員のお姉さんに記念写真を頼む。「千枚田をバックに二枚目に撮っ

て欲しい！」と無理な注文。この千枚田、一番の見頃は四月上旬から中旬の田



水を張った頃とか。 

       土用波寄せるそこから千枚田    凡 生 

       千枚田黄金の稲は汀まで       〃 

 さて、いよいよ能登半島の先端であり断崖の最北端の碌剛碕（ろくごうざき）

である。ここからは、晴れた日には、海上の七つ島や立山連峰、佐渡ケ島を遠

望できるという。幸いに佐渡の島影が見えた。十月に予定している旅の目的地

でもある。おかげでその旅への想いも深まった。 

ここには英国人のデザインという白亜の素晴らしい灯台が立つ。そして、昭和

三十六年、ここで最果ての感傷を詠んだ俳人山口誓子の句碑がある。 

     ひぐらしが鳴く奥能登のゆきどまり   誓子 

ここの灯台の所在地は珠洲市の狼煙町（のろしまち）にある。灯台ができた百

十年前以前は、そこでは狼煙を上げていたのだろうか。その謂われはうっかり

聞きもらした。 

     野山越ゆ葛も岬でゆきどまり     凡 生 

     奥能登の岬に帰燕またおいで      〃 

     次めざす佐渡の島影土用波       〃 

      

今日は旅の仕上げの三日目。ホテルの屋上展望台に上がると低い山並に朝霧

がかかっている。今日も秋晴れになりそうだ。 

     朝霧や能登の山野をひと隠し   凡 生 

昨日からは地元の観光バスでの案内だが、今日は趣向を凝らして、ローカル線

「のと鉄道」に乗せてくれる。わずか二十分だが、半島の東側を北上して、ヤ

セの断崖など西側に無い穏やかな海を楽しませてくれるようだ。なるほど、琵

琶湖を思わせるような七尾湾は静かに凪いでいる。牡蠣の筏も整然と浮いてい

る。単線の鉄道といい、のどかな風景である。 

さらに北上すると、「ボラ待ち櫓（ぼらまちやぐら）が見えて来た。初めて見る

漁業用の櫓（やぐら）である。櫓の上で終日、ボラの群れを見張り、網をたぐ

るという漁法。平成八年を最後に、現在は使われてないそうだが、漁業遺産と

でもいうのだろう。のどかな時代の風情が偲ばれる。 

 再びバスに乗り、阿岸本誓寺・ヤセの断崖、気多大社、千里浜なぎさを巡り

加賀温泉駅から特急「サンダーバード」で帰途につく。 

     ボラ待ちの櫓は凪の七尾湾      凡 生      

色変えぬ松は傾き日本海        〃 

     義経の舟隠しとや昼の月        〃 

                 

数少ない私の旅の中でも、まだ書き足りないくらいの「てんこもり」の能登の



旅、楽しい旅でした。 

      

名月を仰ぎて終わる能登の旅       

  

  
   

     能登の千枚田           能登のボラ待ち櫓（やぐら） 

                                     （完） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

写真と俳句遊び(パロディその 1) 

     30秒で意味が分かりますか?  (答は次ページ) 

 
ポスターのタイトル: ＵＶカットの帽子はいかが? 



写真と俳句遊び(パロディその２) 

  2013.8.31 金城清三（写真加工：須藤和雄） 

＜貴婦人にＵＶカット教えたし＞ 

詠み人：ＵＶカット帽子のお嬢さん 

 

(参考 1)パロディとは…既成の作品を、その特徴を巧みにとらえて、滑稽(こっけい)化・

風刺化の目的で作り変えたもの。 

(参考 2)UVカットとは…《UVは ultravioletの略》紫外線をさえぎること。特に、日光を長

時間浴びたときに起こる肌や目の炎症を防止するために、紫外線を反射または吸収

させて、肌などに到達しないようにすること。 

※説明が必要な方は金城(0745-82-4505)までお問い合わせ下さい。        (完) 



 
編集後記：＜グランドに一礼部活の夏終わる 凡生＞八月の尽きる日、小学校

の校庭で見たサッカー少年達のキリッとした姿です。この小学校の校庭では、

今は運動会の練習中。私の散歩コースには、秋の彼岸近しと曼珠沙華。そして

落ち栗を拾うも楽しい季節である。＜宇陀なれや散歩に拾ひ栗ご飯 凡生＞▲

今年は猛暑の夏でした。皆さんお疲れはございませんか。この会誌で秋の気配

を感じて、癒しの一助にもなれば良いのですが▲秋季号のトップには、高見毅

さんの「弥山川、双門の滝を目指して」が編集委員の満場一致で選ばれました。

登山口の案内版には「このコースは岩場、ハシゴが続く上達者コース」と注意

を促していたそうだが、７人の「上達者」は、岩壁に立て掛けられた梯子や急

峻な岩の鎖場にも耐えてお見事でした▲この山紀行では、案内人の高見さんお

得意のショートカットも無く、１０時間余の山行を余すところなく伝えてくれ

たのではないでしょうか。添付の写真と臨場感溢れるその文に、緊張しながら

も楽しく読ませていただきました▲話は変わります。２年ほど前でしたか、増

谷さん運転の車に乗せて貰ったとき、「右よし！左よし！顔よし！」の元気な声

が車内に響き、左右の安全確認には大事なことだな～と感じ入ったものでした。

それがサイクリングに起因するものだったんですね。それ以後、私も声に出し

て左右確認を心掛けるようにしています。勿論「顔よし！」も付け加え。「ヤッ

ホー、ヤッホー」と楽しいサイクリング賛歌でした▲前号の「雨」に続いて小

西さんの「土によせて」は、農作業現役ならではの土を慈しむ含蓄のある力作

に感動しました。俳人村上鬼城の「生きかはり死にかはりして打つ田かな」の

有名な句は、何代も何代も続いて土を守ってきた農家の想いが小西さんの「土」

にも重なりました▲下谷さんの寄稿「聖岳」有難うございました。私には無縁

の３０００米登山の単独行。山頂達成の歓びだけに限らず、その準備から下山

まで、厳しさの中にも歓びを。今号の「前鬼～大日岳山行句集」の中に野田凡

庄さんの短歌＜奥駆けの岩場の鎖握りつゝ身を冒（おか）しての登山とは何 ＞

が分るような気がしました。▲秋季号への寄稿の皆さん、編集に携わった皆さ

ん、お陰さまで予定日どおり発行できました感謝いたします。今号で第３号と

なりますが、でき具合は如何でしょうか。皆さんの忌憚のない御意見も頂戴し

たいと思います。▲新年号は原稿締切１１月３０日、発行１２月２０日を予定

しております。未投稿の皆さんもご参加ください。       金城凡生記 
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