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冬の雪山を楽しんだハイキング
季節が移ろい、
これから春の息吹きをからだいっ
ぱいに感じて、
元気に生きる源泉に！

小矢部市城山公園より
小木 清 画
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城ヶ平山

3/20

福地山

西穂高岳独標 or 丸山 （注：岩菅山を変更） 4/17

お花見ハイク（八尾）

お知らせコーナー
2/20

立山山麓カンジキハイク

○会費の納入について ○会員登録台帳について

（茗荷谷山城跡）

○ 集合・出発時間：薬勝寺Ｐ 6 時
○ 歩行時間：3 時間 30 分
参加申込：3 月 3 日までに FAX 57-8180（岩井）
または FAX23-2446（背渡）へ

二月の城ヶ平山頂上

上市町

（ネットより）

446.3ｍ

○ カンジキ or スノーシューが必要です。
○ 体力度★☆☆☆☆

危険度★★☆☆☆

○ L：背渡健治

1,671.7ｍ

高山市

○ 集合・出発時間：薬勝寺Ｐ 6 時
○ 歩行時間：5 時間

福地山は、蒲田川沿いに位置し、谷を隔てた槍・

標高差：840ｍ

穂高連峰の眺望が素晴らしい山として注目される。

参加申込：3 月 15 日までに

また、温泉地の裏山として、手軽に登れるのも魅力

FAX 57-8180（岩井）へ

のひとつ。

○ カンジキ or スノーシューが必要です。

なる林間。所々展望が開ける。最後の登りはブナ林

○ L：黒川 衛
○ 体力度★★☆☆☆

登山ルートは、杉の造成地からコナラ、カエデと

危険度★★☆☆☆

福地山頂上からの焼岳

となり、原生の姿が残る気持ちのいいルートだ。
まだ雪を抱く北アルプスの美しさ、神々しさに触
れ、又、山の新しい魅力を知ることに…。

《この時期の装備について》
防寒対策、雪山対策をしっかり行うこと。
防水効いた登山靴、ロングスパッツ、防寒手袋、防寒帽子（耳
を覆う）、服装は重ね着をして必要に応じて脱着、アイゼン or
カンジキ、ピッケル or ストック、サングラス（紫外線・雪盲対
策）、テルモス（あたたかい飲み物）など。
槍・穂高、焼岳などの展
望を楽しんだ後は、温泉で
身も心も温める。
これぞ『至福の一日』と
堪能あれ。

共同装備として、ツエルトを 3・4 人に一張り持参する。
装備の問い合わせは山行リーダーまたは岩井、黒川まで
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まだ雪を厚く残す北アルプスに足を踏み入れ、穂高連峰、笠ヶ岳、
霞沢岳などの雪と岩稜の展望を味わって見ましょう。締まった雪に
アイゼンのツメが小気味よく噛み、雪山登山の醍醐味を満喫。
【装 備】
独標まではピッケルが必携。
2,452 ｍ

2,909ｍ

丸山まではストックが適しています。
前頁（この時期の装備）を参照してください。

◇ 〔独標へ〕
・
〔丸山まで〕の 2 コースを設定し、選択
します。丸山コースは雪山初級。独標コースは雪山中級。

2 月 21 日の西穂

事前にどちらかを決めて申し込んでください。

丸山より焼岳と

〔独標〕標高差 600ｍ 歩行時間 5 時間

乗鞍岳
（西穂 HP より）

危険度★★★☆☆ 体力度★★★☆☆
但し、天候によって危険度、体力度は★4 つになる。
〔丸山〕標高差 350ｍ 歩行時間 3 時間 45 分
危険度★★☆☆☆ 体力度★★☆☆☆
◇ L:賀久博幸、SL 田中健次

2 月 21 日の西穂

◇

申し込みは 3 月 28 日まで岩井 FAX57-8180 へ

丸山より西穂高

◇

集合出発は薬勝寺 P

岳を望む。

5：00

（西穂 HP より）

電車を利用します。高山線八尾駅から古刹・聞名
寺のしだれ桜を見、八尾の町並みを散策しながら
『桜の名所・城ヶ山公園』へ。1000 本の桜が我々
０８年の花見ウオーキング

一行を待っています。この城ヶ山は小高い山で散策
コースもあります。
“花より団子”のささやかな宴で交流し、春爛漫
を満喫しましょう。
詳細は次号の会報でお知らせします。乞うご期待
を！

企画の変更と夏のビック山行企画の日程について
上記の４月３日「西穂独標」は志賀高原の「岩菅山」で企画を発表していましたが、
「岩菅山」の今回の
企画のコース経験者がなく、また、事前の調査の猶予もないので世話人会で検討した結果、変更しました。
また、夏のビック企画「白馬岳～朝日岳」の日程は８月７日（日）～９日（火） と決定しま
した。

3

【メンバー】
L・岩井富雄 他４名
【行 程】
小杉薬勝寺 P 7：00

立山山麓 7：50

山野スポーツセンター 8：30

2/20（日）

ー場 9：30

粟巣野スキ

カンジキ装着 9：55

雪崩の危険で折り返す 10：15
バレー 11：15
国際ホテルで♨

らいちょう

昼食 12：00
小杉帰着 14：00

今日のコースは「地図で確認しながらゆっく
りハイキング」とリーダーより説明。
天気は快晴！気分は最高。ウォーキングクラ
ブからの参加はなく５人で出発。地図で現在地
の確認し、粟巣野から百間滑へ。日曜日という
こともあって家族連れやスキー教室の人人人…
スキーの邪魔にならないようにカンジキつけ
縁を歩く。地図で確認したり、赤い布でマーキ
ングをして進む。橋を渡ると対岸に新しい雪崩
跡を何箇所も発見！やばい！リーダーからの提案で撤退を決意。現在地を確認し、赤布マーキングを回収
しながら、らいちょうバレースキー場に到着。
昼食後、国際ホテルの温泉に入りスッキリ。早めの帰宅となりましたが天気に恵まれ楽しいカンジキハ
イクでした。H さんは『今日思い切って参加し、自信がついた』と言っておられました。今日の歩行距離
は約 5ｋｍでした。
（Ｒ・Ｎ 記）

リーダーの役割は、ハイキングを楽しく、安全に、計画どおりに実行することです。
リーダーはメンバー（パーティー）のまとまりの中心になり、常に全体に目をくばり、適宜、行動
を指示することが大切です。リーダーとしての力量と資質とは、山登りの知識や技術はもちろんです
が、それだけではなく、集団をとりまとめていく力を総合したものです。ですから、仲間を統率する
力、責任、冷静な判断、決断といった資質を大いに学ぶ必要があります。
リーダーは、けっして自分だけが先に行ったり、体力の弱い人を無視したりしてはいけません。
ハイキングは、強大な力を持つ自然をフィールドとし、自然の変化に対応しつつ行う活動です。そ
れだけに、常に自然に対しての科学的な目と態度、自然に学ぶ謙虚さが必要です。
また、仲間のハイキング愛好者としての成長は、素晴らしい自然の中で、多くの喜びと感動を体験
することを通じてもたらされます。行動には時間的余裕を持ち、山や自然、そしてそれらを取り巻く
ものへの関心、情熱を掻き立てるような具体的対応、指導を大切にしたいものです。
〔労山テキスト「ハイキング セカンドステップ」より抜粋〕
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．．
私の雪山参加

その１

Ｙ・Ｈ

．．
私が友人と再び登山を始めたのは 1997 年（50 歳）でした。以前、高校時代と二十歳
頃に立山三山縦走したり、初冠雪の 10 月の剱岳に登っているのであえて「再び」と言
わせてもらいました。
三島野ＳＣに入会デビューしたのは 1999 年 7 月「五色が原」でした。
翌年の 2000 年 3 月の「雪の大品山」は私にとって初めての雪山登山で、コージツで買ったばかりの新品カ
ンジキを履く練習を前夜に行ってその日を迎えました。これまで「雪山は危ないところ」「自分には無縁なこ
と」と頭から思っていたのですから…。そして、大品山雪山を歩き、その魅力にカルチャーショックを受けま
さをそこに見たのです。今まで知らなかった世界でした。
そしてその翌月には「大辻山」「白鳥山」もう一度「大辻山」に登り、
そこで見た、まだ雪を分厚く残す立山連峰と弥陀ヶ原。白鳥山からは
雪をかぶった朝日岳と栂海新道の稜線は新鮮でした。これを期に私の登
山バリエーションが広がりました。

金剛堂山の稜線をいく

した。ガスって真っ白な世界が醸し出す神々しさ、雪原のブナ林の美し

2001 年 4 月から 5 月にかけて「金剛堂山」
「初雪山」「唐松岳」「毛勝
山」に登頂。金剛堂山は何度か企画されて、その魅力はご存知だと思います。初雪山は標高差 1500ｍ、登り
6 時間・下り 4 時間の積雪期にのみ登れる山で深い雪道の行軍で、広
い頂上は雪原みたい。唐松岳はＧ・Ｗには多くの登山者が列をつくっ
て登って行きます。白馬岳、五龍岳、鹿島槍ヶ岳の白い峰々を左右に
見ながら快適な、景観に恵まれたコース。八方池は雪ノ下に埋まって
見えない。稜線に出れば、剱岳、立山、毛勝三山が目の前に現れます。
毛勝山は阿歩木谷、毛勝谷と左右のそそり立つ岩峰の間の谷を行くコ
毛勝谷のデブリ

ースで、雪崩の発生が頻繁なところ。デブリ（雪崩落ちた雪の塊）が

いたるところにありそれを縫うようにして登り、登り詰めはかなりの急勾配で“キックステップ”も必要。頂
上の眺めは剱岳を横目に見て、目の前に後立山の名だたる峰々が谷筋に雪を残して連なっている。
2002 年には 3 月「タカンボー山」、4 月「白鳥山」
、5 月「唐松岳」。タカンボー山はスキー場最上部からが
登山コース。私の記録に『葉を落としたブナ林が気持ちいい。しかも、やたらと宿り木多い』と記している。
2003 年には「残雪の燕岳」。その後 4 年連続で企画し、“燕山荘の常連さん”みたいになった。わかりやす
い一本道の登山道は迷うことがない。また、登山道は雪面に赤いマーキングが施されている。雪を踏んで登り
詰めて稜線の燕山荘にたどり付くと、ご褒美のように
春の山岳大伽藍を見せてくれる。まだ雪をかぶった北
アルプスのど真ん中を一望するスケールの大きな景
観は何度みても飽きることはない。
2005 年 3 月の「金剛堂山」は 80 ㎝の新雪があり、
カンジキをはいても膝上まで潜り、順番に先頭になっ
てラッセル。“人待ち峠”で折り返してきた。木々に
雪がかぶり真冬のような景色が印象的でした。
いつのまにか『雪山登山のベテラン』みたい顔して
雪山に挑んでいましたが、いま思い返すと、この時点
ではビギナーに毛の生えた程度だったんだと思う。
（つづく）

燕岳・合戦沢の頭付近をいく三島野パーテェ
（燕山荘の林

正美さん撮影）

林さん曰く「とても感じのいい雰囲気だったので…」と
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☆ 【会費の納入について】 総会に出席された方はその時に納入されましたが、都合で欠席された
方で未納入の方に「振込用紙」を会報といっしょに送りますので、速やかに振込みをお願いいた
します。
☆ 前号の会報でお知らせした「会員名簿の作成・管理」を実施します。
「三島野スポーツクラブ

会

員登録台帳」同封しました。ご記入の上、同封の封筒に入れてお送りください。尚、切手は封筒
内にあります。直接届ける方は貼らないでください。
☆ 定期総会の後、古洞の森で♨を利用された方は入浴料５００円別途料金でしたので、未納の方
は納入してください。

3 月の世話人会は
７日(月)・21 日(月・祝)です。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。
尚、開会時間は７時 00 分です（これまでは 7：30）。

いよ いよ山菜シ ーズン
突入です。フキノトウは出

三島野スポーツクラブ運営役員
任務分担

氏

名

住

ているんじゃないかな？
TEL

所

高橋さんの「山菜談義」

代 表

岩井 富雄

射水市宝町 1364-35

57-8180

で三島野ＳＣ会員は山菜

副代表

黒川

射水市戸破栄町 1313-1

56-6755

への興味・関心が高まって

副代表

背渡 健治

高岡市五福町 11-45

23-2446

います。処理の仕方、食べ

会計担当

荒井 英治

射水市上野 465

56-3058

方など教えてください。

会報担当

堀井 泰則

高岡市石瀬 748-6

25-2792

衛

会報でみんなに『そっと
教えます…』

◇ めっきり春めいた穏やかな気候となって、会報づくりでパソコンに向かっていましたが、気分転換に
．．
自転車を出して近辺を散車しました。気分爽快でした。
◇ 1・2 月は登山、ハイキングへの意欲がチョット LOW なのでしょうか。それとも企画がイマイチなの
か、参加者が少ないですね。でも、報告を見ると“行きたかったな”と…。
◇ これからシーズンが生き物にとって芽吹き、繁殖と元気になる時です。われわれも元気を出して新た
なチャレンジを！春の西穂はおすすめです。丸山まででも雪と岩の北アルプスを間近く接することが
できます。

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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