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小木 清 画

元日登山 二上山

初冬の二上山
労山北陸 技術研修会の報告

雪の尖山
立山山麓カンジキハイク

第 13 回定期総会の案内

後期高齢者のつぶやき
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本格派 山ガールへの挑戦

下記の要領で三島野スポーツクラブの第 12 回定期総会を開催します。
昨年の山行企画を振り返り、今年の企画を検討します。一人でも多くの会員の声を反映して、
より充実した会運営と企画をつくりましょう。

清水ゆかりさん

お話する人
〈総会日程〉
10：00 開会
10：10 講演会
11：00 総会開会
12：30 総会閉会
（休憩・♨入浴）
13：30 懇親会

（北ア・朝日小屋 管理人）
10：10 から 10：50 の予定
今回の総会では、北アルプス朝日岳の朝日
小屋の清水ゆかりさんをお迎えしてお話をし
ていただくことになりました。
清水ゆかりさんは、小屋開きから小屋閉め
までのシーズンを切り盛りし、登山者の安全
と安心に心配りされています。
「無名山塾」新春懇談会にて
岩崎元郎さんとゆかりさん
（清水ゆかりさんのブログより）

三島野 SC でどんな話が聞けるか。山への期
待がいっそう膨らむかも…。おたのしみに。

後日、総会資料と出席確認をお届けします。
尚、懇親会参加費は 3,000 円ですが併せてご出席い
ただきますようお願いいたします。
「山のあれこれ」を多くの会員と語りあえれば、今
年の「山のあれこれ」の夢がふくらみます。
お酒が入りますので、マイカーは厳禁！
小杉駅から送迎バスを用意しています。
小杉駅出発は 9：30 です。

早春の上高地
鷲ヶ岳にて

南八ヶ岳・横岳にて
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冬枯れの郷土の
里山名山を楽しみました
【メンバー】
Ｌ／小木 清 他１２名、

【コース】
9：00 城光寺競技場前出発
9：05 城光寺の滝Ｐで小木、高橋、武田と合流
9：35 休憩
9：45 松枯れの激しい場所
10：00 二上郷土資料館
10：05 「平和の鐘」鐘楼前、休憩
10：45 大師ヶ岳への途中のあずまや・休憩
11：00 大師ヶ岳山頂・昼食（キムチ鍋）
12：15 大師ヶ岳出発
12：25 大師ヶ岳・二上山・鉢伏山への三叉路
12：50 二上山山頂・休憩
13：20 「青少年の家」方向に下る角
13：45 城光寺競技場に着く
心配していた天気は「快晴」。10 月以来久しぶりの
ハイキングですこし自信がないな～。リーダーの小木
さん曰く『二上山は散歩コース』と。
歩き始めるとすぐに急登。もう息ハアハア。リーダ
前日の雨風が嘘みたいに晴れわたった日、小学生の

ーはさすが慣れているのか長靴でスイスイ。はやー

遠足みたいにワクワクしながら出発！小木さんのガ

い！二上山にはハイキングコースが２７ルートある

イドで私にとって初めてのルートから歩き始めまし

そうで、ぜひとも達成したいワ。足元は落ち葉で靴が

た。

「カシャカシャ」リズムにあわせ歌っている。尾根を

“誰もあまり通らない道”と言っておられたのに、

歩くと郷土資料館横に出る。“あっ！ここに出たのか

とても歩きやすくなっているので尋ねると、小木さん

～”目の前には平和の鐘が見える。ドライブ道を歩い

が 2・3 日前に下草を刈ってくださったとか、その話

ても車も少なく、歩く私達の「みしまのロード」だ。

を聞いて心も体も温かい気持ちになりました。ありが

路肩には「ふきのとう」。味噌汁用に３個拝借。コー

とうございました。私はこの道を『小木ロード』と名

スタイムぴったりに大師ヶ岳に到着。黒川＆岩井コッ

づけました。

クで自慢の「キムチ鍋」クッキング開始。外野は見て

二上山には 20 数種の道があるそうです。奥が深い

いるだけ。やがてキムチとねぎの香りが漂って…美味

ネ。大師ヶ岳では黒川さん特製の「キムチ鍋」をいた

しそう。皆でおかわり。食後の珈琲にスイーツ。今日

だきました。とても美味しかったです。

はちょこっと汗ばむ程度で身も心も満たされたハイ

今日一日、落ち葉を踏みしめ歩いてみて、やっぱり
“二上山はいい山だなあ”と再確認しました。

キングでした。ありがとうございました。
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の
Ｓ・Ｆ
小生、今年３月頃から夜中に胸が締め付けられ、苦しくなることが頻発。掛かりつけの医師から「狭心
症」の疑いがあるので、カテーテルによる MRI レントゲン検査を高岡市民病院で受けるように紹介されま
した。検査の結果はまさしく「狭心症」と断定され、主治医から心筋梗塞・動脈硬化ではないので薬によ
る治療でＯＫであるが、完全な治癒は不可能であること、死ぬまで薬の服用が必要であること。原因は
しゅうれん

加齢による冠動脈の収 斂 現象との説明を受けました。
生理学的には、人間は 120 歳～125 歳まで生存可能ということを聞いていた

2010.9 西穂高岳の岩稜にて

ので、自分は健康で 119 歳まで生きることを目標にしていただけに、そのショ
ックは大きく「一病息災」ならぬ「一病百歳」にならざるを得ないと思うよう
になりました。
ところが、６月に左臀部・腰・脚の疼痛で歩行も困難な状態になり、整形外
科で坐骨神経痛と診断されました。そして、痛み止めの注射と薬を処方され服
用したところ、翌日から食道・胃部の不快感、倦怠感・焦燥イライラ感で精神
不安定となり、１週間で５kg も痩せてしまいました。これはてっきり胃癌か
食道癌ではと自己判断、市民病院で内視鏡による精密検査を受けたところ「異
常なし」の結果に一安心しました。
主治医から、痛み止めの薬の服用を止めるよう指導を受けたと
ころ、徐々に回復・小康状態となりました。しかし、胸痛は 2・3
日おきに就寝 2～３時間後に発症するのが不思議でなりません。
だだ、日中はなんとも無いので、気分転換のために山行にはなる
べく参加するようにしました。
春の金剛堂山をはじめ、赤祖父山、鷲ヶ岳、大佐渡山脈縦走、
そして念願の西穂高岳、岩菅山に登り、9 月には 3 年越しの懸案
であった「仙人池～阿曾原～欅平」も無事踏破することができま
した。これらは偏に皆さんのおかげと有難く感謝しております。
2010.9 黒部・水平歩道を行く

特に、仙人池ヒュッテの名物おばちゃんから『登山は健康の源、年取っても低山を
登るように！』の一言に勇気づけられたことです。一方、坐骨神経痛は 30 回リハビリ
通院しましたが、いっこうに効果が表れないので、もう登山は無理かと悲観的になり、
鬱状態に陥りそうになりました。しかし、仙人のおばちゃんの言葉を励みに、手ごろ
な二上山・274ｍ登山を決意。猛暑の 7 月から今月まで 67 回登りました。少しでも筋
力の回復とリハビリに役立てればと続けていくつもりです。
それにしても思い出すのは、昨年の双六岳登山の際、途中バテて鏡平山荘でリタイ
分補給を控えた）②睡眠不足（前夜は 3 時間ほどウトウトしたのみ）③疲労の蓄積（墓・
アパートの除草、孫の送迎等）④加齢（体力低下）ではなかったかと思っています。
家族からは「年寄りの冷や水」
「老いの木登り」と揶揄されていますが、これからも
自分の力量を自覚・自戒し、楽しく安全な山行に参加したいと思っています。
以上、とりとめのないことを書きました。老兵の戯言と読み流していただければ幸
いです。
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仙人池のばあちゃん

アし、メンバーに迷惑をかけたことです。原因は①熱中症（頭寒ならぬ頭汗のため水

まだ暗い雪明りの登山道。雪化粧した木々をぬって
山頂をめざします。山頂で夜明けを迎え、2011 年の
初日の出を！
元旦の二上山日の出時刻は 6：55 頃です。

集合・出発：城光寺競技場駐車場 出発：5 時 30 分
参加申込：12 月 25 日（土）迄としていましたが、
12 月 30 日までに変更します。岩井 FAX 57-8180
9 時頃に城光寺競技場駐車場に戻る予定。
積雪があればカンジキが必要です。防寒対策必須
ヘッドランプも。

たかが尖山、されど尖山

カンジキを借りたい方は申し込み時にその旨を記

車で近くを走るとすぐにそれと判る三
角錐の山。この季節は深い雪に覆われた
山。カンジキを掃いてラッセルしながら
頂へ。雪山の魅力と楽しさと厳しさを“チ
ョット”体験。

載してください。

【装備】昼食、行動食、防寒具、ストック、

立山町
参加申込は 1 月 16 日までに
FAX57-8180 岩井まで

559.4ｍ

交通手段は JR と地鉄電車を利用します。JR の各駅
の下記の電車に乗車してください。
高岡 8：32

地鉄

電鉄富山 8：57

横江から尖山

小杉 8：40

ッツ、テルモス（温かい飲み物）、
共同装備はツエルト、常備薬

（小杉駅に無料駐車場があります）
JR

カンジキ、雪用手袋（予備手袋）、帽子、スパ

カンジキをお貸しします。参加申し込む時に

富山 8：50

書いてください

横江 9：37

往復時間は約 4 時間です。

帰りの時間は、横江発 15：37

小杉着は 16：56

を予定しています。

積雪が最も多いこの時期に雪をかぶっ
た立山山麓の樹林を雪上散策。
静寂な森に、樹から雪の落ちる音と雪を
踏むカンジキの音…そして、にぎやかな私
．．．．
達の発する不協和音が混じります。

○ 7：00 薬勝寺 P 出発
山野スポーツセンター前に 8：30 集合
○ 詳しい日程、コースは次号№125 に掲載
します。
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Ｅ・Ａ

行動食の重要性
これは、自分でも実践していて、意を強くしたことのひとつです。自分の場合、朝飯を自宅で食べ、車
中でも少し食べ、登山中も弁当のおにぎり 2・3 個のうち半分以上は食べてしまいます。山頂に着いての
昼食時にはあまり食べるものが無く、ほかの人の食事風景をうらやましく眺めていることが多いのです
が、この摂食パターンが『正解』だったことが確認できました。
「いつ、どんな不測の事態が発生するか、という前提に立って、食べられるうちに食べておこう」とい
う単純な思いでやってきたことですが、下記の講義資料に見るように、数値で示されるとすごく納得でき
ました。
■人間が貯蔵できるグリコーゲン

通常は摂取カロリーの６０％

2000kcal×0.6＝1600kcal しか肝臓と筋肉に貯蔵できない。従って繰り返し行
動中に摂取することが必要。最終日、
B さんは 2500ｋcal 以上、Ｃさんは 3500kcal
以上のエネルギーを消費した。

【トムラウシ遭難の生存者のことば】
● みんな疲れているようでした。こんな時にこそ栄養を補給し、体力を維持しなければなりません。
私は何でもいいから口に食べ物を入れましょうと呼びかけたのです。でも、みんなそれどころでは
なかった。しっかり食べて、歩き続けなかったらたいへんなことなるのは自分たちです。
● いっしょに下山していた女性のひとりが、うわごとのように、
「早く下に降りないといけない」とつ
ぶやき、突然尻もちをついた状態で座り込んでしまいました。自分のザックから寝袋を取り出して
掛けたが、まったく受け答えできず、どんどん体が冷たくなっていったのです。
（これはグリコーゲンの貯蔵量がゼロになっていて体内で熱の発生ができない状態）

午後の実技講習は、４種類のケガ人搬送方を習いました。
これは相当練習をつまないと使えないものや、中高年のクラブでは体力的に無理で、かえって次の事故
を招く恐れのあるものもありました。
ただ、セルフレスキューがどんな大変なことか、確認の意味でクラブでやってみても良いのではないか
と思いました。

低体温症の症状
低体温症の死亡率は？重症の場合 40％～90％（しかし、神経学会的に完全に戻る場
合もある。よって、救命処置を諦めないこと）ｑ
低体温症は時間との勝負
出発後、低体温症になるまで、悪天候の場合 5～６時間。最悪の悪天候の場合は 1～
２時間。一旦低温床になると３時間以内に死に至ることがある。

低体温症の予防
①衣類（こまめな着脱、着替え、雨具）

②水分（温かい飲料を意識的に摂取） ③

栄養（炭水化物、たんぱく質） ④ビバーク or 勇気ある撤退） ⑤低体温症の早期発
見（歩行緩慢、無関心、記憶低下、震え、眠気） ⑥くっ付きあう
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Ｒ・Ｋ
今年の夏から、この私も本格的な登山に行くようになりました。
趣味でランニングをしているので、正直、体力には自信があったのですが、登山は
それだけではできませんでした。
「馬鹿と煙は高いところへ昇る」の言葉通り？「登
り」ならばホイホイと登るのですが、いざ、下りになると腰が引けておそるおそる
下りてしまいます。いつも黒川さんはじめ先輩方にアドバイスをいただくのです
が、なかなかうまく下りられません。
そんな私がこの夏登った南八ヶ岳は、初めての泊りがけ山行でした。山小屋もご
来光も初めてで、とても楽しかったです。特に赤岳から横岳・硫黄岳への縦走は迫
力あるパノラマが楽しめました。
「山って楽しいな」そう思った瞬間、気が緩んだのでしょうか、小さな岩に躓いて転んで右膝を強打
し、一針縫う怪我をしてしまいました。山登りに向き不向きがあるとすれば、私は向いていないほうな
んだろうか…。かなり凹みました。
私にとって登山の魅力は、最初は山頂に辿り着いた達成感でした。…でも、頂上まで登ったら、あと
は下るしかありません。苦手な下り。当然のことながら登山の半分は『下り』です。下りは人一倍遅く
て皆さんには迷惑をかけるけし、達成感を味わいたいだけならランニングでも充分。なにも山に登らな
くても…。だけど、山の面白さはそれだけではなくなってきました。縦走した時に見る左右に広がる見
事な景色。刻一刻と変わる雲の形。下界から見るより、ずっと青い空。
眼下に広がる雲海。そして、クラブの皆さんと過ごす時間。そういっ
たものがランニングに無い、私にとっての山の魅力でしょうか。
一年後にはまた変わっているかもしれませんが。
来年は苦手な下りを少しでも克服し、いろいろな山を経験し楽しみ
たいと思っています。特に、剱岳には是非、再挑戦したいです。

登りもあれば、下りも…

山ガール＆山ボーイ？愛用の

タイツを考える

最近、高機能ウエア（タイツ）は山ガール

と か 山 ボー イ ？と か いわれ る 登 山者 も なぜ

か必ず使っていて、タイツに短パンかスカー

ト定番になっていますね。

タ イ ツ は 機 能 で 分 け る と２ つ の タ イ プ が

あるんです。まずワコールに代表されるテー

ピング効果があるサポート型タイプと、スキ

ン ズ に 代表 さ れる 締 め付け 圧 に 変化 を 持た

せた弾性型タイプです。前者は膝痛防止とか

各所筋肉を支えてくれるがあるのに対し、後

者 は 血 行を よ くす る ことで 疲 労 回復 を 図っ

てくれるというものです。

使用者の多いワコール CW-X
についていう
と、基本が５種類あります。どんなタイプが

登山に適しているか、自分の使用する目的な

ど専門の店員に相談してください。またサイ

ズ もいろ いろあ るので 必ず 試着し てくだ さ

い。

・ 11
～ 2011
・ の
2010
1 号です）

（登山時報「オススメ山道具」を参考に書き

ました。
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日本勤労者山岳連盟（労山）を知るコーナー
1960 年４月「勤労者山岳会」として発足。その後
1963 年に「日本勤労者山岳連盟」と改称し、その会
長に伊藤正一氏。
労山創立 16 人の発起人を紹介します。
1923～

■ 伊藤正一

労山創設の発案者

1901～1975

■ 木村禧八郎

元参議院議員

■ 黒田寿男

1899～1986

弁護士、元衆議院議員

■ 小林国夫

1918～1979

地質学者

■ 高倉テル

1891～1986

小説家、社会運動家

■ 田中澄江

1908～2000

劇作家、登山家

■ 田辺和雄

1900～1961

登山家、植物学者

■ 谷口千吉

1912～2007

映画監督、妻は八千草薫

■ 中島健蔵

1903～1979

仏文学者、評論家

1897～1980

■ 平野義太郎

法学者、平和運動家

■ 深田久弥

1903～1971

小説家、日本百名山著者

■ 袋

1897～1971

ロシア・ソビエト文化研究家

一平

■

松本善明

1926～

■

丸木位里

1901～1995

日本画家

■

丸木俊子

1912～2000

洋画家

■

山本薩夫

映画監督

元衆議院議員、妻はいわさきちひろ

三島野スポーツクラブ運営役員
任務分担

氏

名

住

TEL

所

代 表

岩井 富雄

射水市宝町 1364-35

57-8180

副代表

黒川

射水市戸破栄町 1313-1

56-6755

副代表

背渡 健治

高岡市五福町 11-45

23-2446

会計担当

荒井 英治

射水市上野 465

56-3058

会報担当

堀井 泰則

高岡市石瀬 748-6

25-2792

衛

1 月の世話人会は
17 日(月)と 24 日(月)とします。
ご出席をおねがいします。また、
会員はどなたでも自由に出席で
き「登りたい山」などの要望を言
うことができます。気軽に遊びに
来てください。

○ 新しい年の幕開けに『今年こそは…』という計画や想いを抱いておられることと思います。そんな“胸
．．．
のうち”をそっと聞かせて下さい。会報に載せ、実現に向けてプランをたてましょう。
○ 総会は「古洞の森」で、記念講演として朝日小屋の清水ゆかりさんがお話をされます。おたのしみに。
○ 二上山のあたらしい魅力を参加した人は発見されたようです。参加されなかった方はトレーニングを兼
ねてぜひ！
○ 冬はオフシーズンではありません。条件と装備をきちんとして「尖山」へチャレンジ。

会報についてのご意見などお寄せください。山の出来事の面白い話も。
堀井まで E メールアドレス ho-748-6@p1.tcnet.ne.jp へ FAX 25-2792
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