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安曇野 烏川渓谷より常念岳

3/6
4/3

城ヶ平山

西穂高岳独標 or 丸山

4/17
5/1～2

お花見ハイク（八尾）
雪上訓練 ＆ 雄山登頂

5/5 タケノコ掘りとウオーク
5/22

小木 清 画

大地山

新緑のブナを求めて

10 月までの企画案内
会員登録台帳に記載された

要望事項と希望山行
．．
投稿 私の雪山参加

東日本大震災の被災者された方々へお見舞い申し上げます
一日も早い復興ができますようお祈りいたします

雪を覆った北アルプスの岩稜
が連なる穂高に足を踏み入れれ
ば、そこは別世界。

2,452 ｍ

2,701ｍ

3/22 現在の山荘付近

◇ 〔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。
事前にどちらかを決めて申し込んでください。
〔独標〕標高差 600ｍ 歩行時間 5 時間
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

3 月 22 日現在、積雪 1ｍ。気候の変化が激

◇

申し込みは 3 月 28 日まで岩井 FAX57-8180 へ

しいので服装に注意が必要。アイゼン、ピ

◇

集合出発は薬勝寺 P

ッケル、ストック必携。

5：00

城ヶ山公園は、春には山全体がサクラに包

＆

まれる花見の名所です。ソメイヨシノのほ
か、さまざまなサクラが楽しめます。
ロケーションに恵まれ、眼下には蔵造りの
街並みを、遠方には立山連峰、富山平野、富
山湾を３６０度のパノラマを眺めることが

桜の城ヶ山公園

【参加申込】４月 11 日（月）まで

できます。
往路

復路

〔北陸線〕

〔高山線〕

高岡駅発 7：39

八尾駅発 14：07・15：16

小杉駅発 7：51

富山駅着 14：33・15：42

富山駅着 8：08

〔北陸線〕

〔高山線〕

富山駅発 14：47・15：56

富山駅発 8：14

小杉駅着 14：57・16：06

八尾駅着 8：37

高岡駅着 15：04・16：19

岩井まで FAX 57-8180 へ
【費 用】小杉駅からの往復運賃は 1,140 円。
往路は必ずこの電車に乗ってく

他、入場料・拝観料が必要です。

ださい。帰路はどちらかの便を利

嗜好品は各自で用意してきてください。
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用します。

アイゼン、ピッケル、カンジキ、スノーシューなどの付け方や使

にぎわう G・W の室堂

い方を、春山の現場で学ぶ。そして、翌日は雄山山頂（または別山）
に登頂します。
【装 備】防寒対策（衣類・帽子・手袋）スパッツ、サングラス、
ほかは無雪期の装備に準ずる。
【費 用】17,000 円（宿泊代・交通費）
【参加申込】4 月 20 日まで FAX 57-8180(岩井)へ
【集合・出発】薬勝寺 P 5 時 00 分

L:黒川 衛

当クラブの恒例行事。会員の野開さんのご好意で開催しています。
小杉駅南口に集合し、ウォーキングを楽しみながら竹林へ。
採りたてのタケノコの色々な料理が食べられるかも…。もちろん、お
酒も飲めますが自己負担で準備してください。
【参加申込】4 月 30 日まで 野開 ℡56-3223 or FAX 57-8180 岩井へ

1,167ｍ
朝日町
杉林からアカマツと広葉樹、そしてブナ
と樹相が変わっていく。尾根の西側にびっ
しりとイワウチワが咲き、ピンクの絨毯を
敷いたようになる。
◆ 累計標高差：およそ 1,000ｍ
◆ 歩行時間：6 時間 30 分
◆ 体力度★★★☆☆ 技術度★☆☆☆☆
【集合・出発時間】
薬勝寺 P

5 時 30 分
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【メンバー】
L:背渡健治、野開律子
他２名
【コースタイム】
小 杉

8：00

大岩登山口

8：50
10：20～20

頂 上

大岩山日石寺 11：20
昼食後

（茗荷谷山城跡）
446.3ｍ 上市町

不動の湯

12：00

小杉着

13：50

登山口から約 10 分登ったところで M さんが「ふきのとう」を発見。今夜の味噌汁の具にしようとツ
バをつけ、下山時に採ることに。人工植林の杉林あたりから雪道を登る。でも、トレースがしっかりと
付けられていてツボ足で OK。途中、富山平野が眼下に見渡せるところがあり、足を止める。
やがて雪の量も多くなる。傍らに「マンサク」の花が咲き始めていて、そこに“小さい春をみつけた”
。
頂上は 1m30cm くらいの積雪が残っている。展望は立山連峰がすっきり見えずチョット残念。反対側
の富山平野、日本海が見渡せ、建設中の新湊大橋も確認できる。
風が強く、長居無用とすぐに下山。途中多くの登山者とすれちがう。「頂上はにぎやかになるだろう
なあ」。
「ふきのとう」を忘れずにゲット。日石寺で昼食をし、近くの「不動の湯」
（12 時から営業。火
曜日が休み）で温まる。心地よい汗。やっぱし参加してよかった。ありがとう！
（野開 記）

2/20 の感想

Ｋ・Ｈ

昨年は背骨の圧迫骨折を引き金に病が噴出。皆さんの山行を“横目で見ながら”ひたすら
我慢！で過ごしました。少し体調が回復したので、短時間行動のこの企画は、自分の体力・
体調を確認することができる機会だと参加しました。「我が山人生の進退を極める」一大決
心で参加しました。
当日はぬけるような青空に白い飛行機雲。春のような暖かな太陽がふりそそぐ日和。粟巣
野スキー場で滑るスキーヤーを横目に（羨ましげに）百間滑をめざすも、急斜面と温かい日
差しで雪崩の“危険予知”をして、全員一致で確認し潔く撤退。踏み固められた静かな道を、
のんびりと楽しんでゴンドラスキー場の食道にゴール。
正味 2 時間程だったが、心配していた息もあがらず、筋肉痛も出ず“すこ～し自信がつき
ました。
これからも“皆の足を引っ張り”に参加できたらうれ
しいなぁ～と思っています。
最後に皆さん、身体が丈夫なうちは万難を排して山に
行きましょう！身体が壊れたら他の何があってもどうに
もなりません！
この 1 年間（大事なだいじな）での実感です。これか
らもよろしく～。
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第 13 回定期総会のときに 7 月までの企画を発表しましたが、世話人会でアンケートなどを参考にして
10 月までの企画をきめました。

◇5 日（日）

◇4 日（日）

クリーンハイク金剛堂山

大日岳 or 大日平散策

◇12 日（日）雑穀谷訓練

◇下旬 栂海新道縦走

◇26 日（日）人形山

◇下旬

天蓋山

中央ア・宝剣岳と宝剣小屋

◇7/10 日（日）弥陀ヶ原散策
◇7/17 日（日）～18 日（祝）
中央アルプス・木曽駒が岳 宝剣岳
◇7/31 日（日）～8/2 日（火）
北アルプス・白馬岳～朝日岳
◇ 8/20 日（土）～21（日）
八海山

◇ 8 日（土）～10（月・祝）
労山北信越交流登山・戸隠

朝日岳と朝日小屋

5 月開催予定で案内し
ていた「ストレッチと筋力
強化」講習会は、講師の都
合により 7 月 3 日になり
ました。

ここに紹介した企画は「三島野 SC 企画」とし

講 習 会

て実施しますが、南アルプスの北岳、仙丈ヶ岳や
剱岳、槍・穂高、雲の平そして妙高山や里山 etc
の希望が多彩にあります。それらを具体化し、会
員の中で「自主企画」として予め世話人会に届け

講師：橋本 玲子さん

て参加者を募ることができます。
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私の

．．
参加 その 2
Ｙ・Ｈ

『北アルプスの春山をもっと知りたい、楽しみたい』と思い、自分のレベルでどこがいいのか、可能なのか
思考錯誤しているときに、山と渓谷誌で「春山・爺ヶ岳」を見て“これだ！”と思いました。前年に夏山の針
ノ木岳から爺ヶ岳・鹿島槍を縦走をしていたことが、雪のあるときに登ってみたいという想いが膨らみ「あの
光景が白い山岳風景として見られたら…」と。

鹿島槍からの爺ガ岳

ネットで残雪時のそのコースの状況を調べたところ、
その多くの人は爺ヶ岳に終わらず鹿島槍ヶ岳に登ってい
るではありませんか。
「ビギナーに毛の生えた程度」の自
分の技量を考えて、悪天候では危険と思い、
『５月連休の
期間で天気予報で日程を決める』として決行しました。
．．．
そのおかげで晴天の登山日和となり、雪山を汗をかいて
登りました。山頂からの眺めは最高！ 雪山の景観にまた
また惚れました。
この 2 週間後に三島野 SC 企画で燕岳へ。前回紹介した 4 年連続の 3 回目でした。天気に恵まれ、ルンルン
で山頂へ。燕山荘でのオーナーのトークで「みなさん、明日もきっといい天気です」と。ところが、朝起きて
みると吹雪で真冬の様相。慎重に下山しました。前日の好天気に槍ヶ岳の穂先には『笠雲』がかかっていたの
笠雲

を私は見逃していた。しかし、私のバカチョンカメラはちゃんとそれを
捉えていました。現像して初めて気がついたのですが…。
※ 山が笠をかぶると雨
湿ったあたたかい空気が、山の斜面を急速に上昇気流になって流れると、
山頂部で急激に冷やされ、上空に強風が吹いているときに大量の水蒸気
が笠雲を発生させる。半日～1 日後に高い確率で雨になる。
（「中高年登山トラブル防止小事典」大月書店刊より）

翌年 3 月の初旬に西穂独標（2,701ｍ）へ。移動性高気圧がもたら

西穂独標にて

後は笠ヶ岳

す晴天を選んで準備した。予想通りの晴天となったが新穂高温泉では
－10 度くらいだろうか。寒い。始発のロープウェーは 10 人くらいの
登山者、スノーボードを抱えた 7・8 人のグループそして、観光客で
満員。同乗の観光のおばちゃんが『あの白い山に登るんですか？』と
聞く。
『ええー、まあー』とひかえめにちょっと得意気に応える。

．
標高 2,150ｍの登山口は真っ白な銀世界。アイゼンを付ける手がか
．．．
じかんでうまくできない。さらさらの新雪が 30cm くらいあるだろうか。稜線の山荘に着くと霞沢岳が正面
に右手に焼岳が雪化粧して迎えてくれる。丸山まで登ると、夏山で見たあの風景が装いを変えて見せてくれ
る。これが見たくて登ってしまうんです。独標手前の岩峰トラバースと独標への登りは少し険しくなるが、
慌てたり、中途半端な足がかり手がかりをしなければ大丈夫。笠ヶ岳から双六岳、西鎌尾根、槍ヶ岳。鋭い
岩峰の雪と岩を、白と黒のコントラストで浮かび上がらせる穂高連峰。あの深田久弥が槍、穂高連峰を中心
とするこの一帯を『山岳大伽藍』と述べていることに、
「ナルホド、ナットク」でした。
翌年の 3 月に岩井さんと 2 度目の西穂独標に立ちました。
この 4 月 3 日の「西穂独標」企画でも、参加者はこの光景を目に焼き付けてこられるでしょう。
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誰からも教えてもらえませんでした。
…でも、安心あれ！教えてあげます。
『三島野スポーツクラブ会報』№114 から№123 の 10
回にわたって連載された、Ｔ・Ｙさんの「山菜談義」を読
み返してください。山菜に関する“チエブクロ”みたいも
のです。

会員名簿をお届けしました
会員同士が名前を知り、顔を覚え、その人となりを知ることは、
登山パーティーのチームワークにとっても大切かと思います。大
切に保管してください。
（会報のお届け封筒に同封してあります）

4 月の世話人会は
4 日(月)・18 日(月)です。

三島野スポーツクラブ運営役員
任務分担

氏

名

住

TEL

所

ご出席をおねがいします。ま

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

出席でき「登りたい山」など

副代表

背渡 健治

高岡市五福町 11-45

23-2446

の要望を言うことができま

会計担当

荒井 英治

射水市上野 465

56-3058

す。気軽に遊びに来てくださ

会報担当

堀井 泰則

高岡市石瀬 748-6

25-2792

い。

衛

た、会員はどなたでも自由に

尚、開会時間は ７時 00

分です（これまでは 7：30）。

原稿を募集しています。
あなたの自然への想い、憧れ
．．．
の山、くどきでもけっこうです。
自由に書いてください。

◇ 東日本大震災は M9.0 の激震と大津波。それに追い討ちをかけるような原発の大事故。いまこそ
被災者と被災地に国民こぞって救援・復興の力にならなければならないと思います。国の政治が
そこに最優先にお金・人・知恵を！
◇ いつまでも寒いですね。もう 4 月になろうというのに…。今年の春山は残雪が多いだろうなぁ。
5 月の立山雪上訓練は雪いっぱいの中で充実したものに！
◇ 1 月から 3 月までの山行企画の参加者がチョット少なかったですね。仕方ないかな…でもこれか
らは「三島野 SC」らしい楽しい、にぎやかな「山行報告」を会報に載せたいで～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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