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日本勤労者山岳連盟・新日本スポーツ連盟

2011 年 5 月 1 日
代表 岩井 富雄
射水市宝町 1364-35
TEL・FAX 57-8180

白山 平瀬登山道口
小木
清 画

6/5 クリーンハイク 金剛堂山
5/1～2 立山雪上訓練

6/12 雑穀谷訓練

4/3 焼 岳

5/5 山菜ハイキング

6/26 人形山

4/17 お花見ハイク 八尾城ヶ山

5/22 ブナの新緑 大地山

東日本大震災の支援報告―全国労山

会員への案内〔会員証について〕
〔「ハイキング セカンドステップ」の配布について〕
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投稿 私の雪山参加

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
い方を、春山の現場で学ぶ。そして、翌日は雄山山頂に登頂します。
参加申込は締め切りました。詳細は先月号№127 を参照してください。

砺波市増山 和田川ダム
【集合・出発】薬勝寺 P 8 時 30 分
【歩行時間】約 2 時間 30 分（山菜採り含め）
【参加申込】5 月 3 日まで FAX 57-8180 岩井まで
【参 加 費】実費と交通費

およそ 1,000 円

増山大橋からの登り口

※ 予定していた『たけのこ掘りと山菜グルメ』は事情により実施できなくなり、上記の企画に
変更しました。会員のみなさんの参加を待ってま～す。

1,167ｍ
朝日町
◆ 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★☆☆☆☆
◆ L:荒井英治
◆ 参加締切 5 月 16 日（月）
FAX 57-8180 岩井まで
【集合・出発時間】
薬勝寺 P

5 時 30 分
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自主企画

残雪期の北アルプス入門の山！
雲海に浮かぶ北アルプス最奥の峰々と、朝日を
受けるモルゲンロートを堪能できれば最高！
【集合・出発】5 時 00 分 薬勝寺 P
【行

程】登り 4 時間 30 分 下り 3 時間
体力度 ★★☆☆☆

【費

L:堀井泰則

技術度 ★★☆☆☆

用】 17,000 円（小屋 一泊二食、交通費、保険代）

【参加申込】5 月 4 日まで 堀井 FAX 25-2792 メールも可
【装

備】アイゼン、ピッケル（ストック）、防寒の対策（手袋・

帽子・フリース・スパッツなど）、サングラスなどの紫外線対策

残雪の燕岳（2006 年撮影）
2006 年以来 5 年ぶりの「燕岳」です。
山岳展望と山荘でのオーナーのホルン

共同装備としてツェルト
詳細な日程・行程の登山計画書は参加者に事前に送ります。

吹奏とトークを楽しみに！

労山クリーンハイク・
アピールは 8Ｐ参照

6/5

Ⅰ
(日)
.東又登山道を登ります。なだらかな風衝草原は見晴らしよく、快適ハイキングです。
この企画は、全国労山の企画です。
“次世代へ継げようすばらしい自然を”に会員の皆さんの参加を！
参加者はゴミを入れるレジ袋を持参してください。 体力度★☆☆☆☆ 技術度★☆☆☆☆
集合：出発は 6 時 00 分 L:岩井富雄 参加申込：5/29 までに FAX57-8280（岩井）まで

6/12

Ⅱ
(日)
.三点支持、岩場でのホールド、岩稜を歩くバランス etc…。今の自分の技量を確
認するために、向上させるために全会員必須の訓練です。
集合出発：7 時 00 分
まで

L:黒川

衛

参加申込：6/5 までに FAX57-8280（岩井）

6/26

1,764.4ｍ

Ⅲ
(日)
姉妹が手をつないだ雪形にまつわる民話が山名の由来。
.

南波市（旧上平村）/白川村

山頂からは越中・加賀・飛騨に跨る山々が望めます。
人形山の山容

歩行時間：登り 4 時間 30 分 下り 3 時間 30 分
体力度★★★☆☆ 技術度★★☆☆☆
集合出発：5 時 00 分

L:田中健次

参加申込：5/19 までに FAX57-8280（岩井）まで
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4/3（日）
西穂独標を変更し、中尾温泉
から焼岳を登りました
2,455ｍ
【メンバー】L/賀久博幸 他２名
【行 程】：高岡 3：30
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中尾温泉登山口 6：

森林限界 8：40

焼岳南峰 12：15（見

晴らしいの良いテラスで昼食）12：45
登山口 15：30

中尾温泉登山口より歩き始める。夏道と分かれ
て黒谷左岸に入る。急登の森を抜けると焼岳が前
方に大きく見え、360 度の展望である。森林限界

高岡 17：50

を過ぎ、50～60 度の急斜面を直登する。賀久さん
が所々に目印の旗を立てて行く。露岩帯の滑りや

4/17（日）

すい所を慎重に登り、山腹をトラバースして南峰
の一角に出る。
快晴の紺碧の空に北アルプスの白い峰々が広が
る景色を堪能して下山にかかる。見晴らしの良い

【メンバー】

テラスで昼食をとる。下山途中、振り返ると、焼

L/黒川 衛 他１１名

岳への一筋のトレースがくっきりと刻まれてい

【行 程】

て、登った実感が湧いてきた。

八尾駅出発 8：45
ろ）

さて、次はどこに登ろうか…。

聞名寺 9：15（枝垂桜が見ご

曳山会館 9：40

トウを見つけて採る）

（田中 記）

城ヶ山登り口（フキノ
山頂展望台 10：00

駒

八尾街並みウォークと桜

利山休憩所 10：10（休憩・昼食、立山連峰の眺め
よし）～12：00
駅着 12：25

おわら資料館 12：25

黒川 衛

久々の八尾の街歩き。冬の寒さが響いたか桜の花

八尾

は少なかったが、観光客も少なく、静かで落ち着い

八尾駅発 14：08 帰路へ

た街歩きだった。特に城が山公園のモクレンと山桜
がきれいだった。大きな花を咲かせていたカタクリ
も春の野を華やかにしていた。
八尾在住の会社の先輩の元気な顔が見れ、城が山を案内して
くれたことがうれしかった。クラブの皆が持ち寄った肴でチビ
ッとやる酒もたまにはいいもんだ。心を和ませてくれる。天気
も良く、北アルプスも美しく姿を見せてくれて心の中がスッキ
リさせてくれた。
震災・原発事故のニュースで心の中が落ち込む日が続いてい
たが、山に癒された思いがした。被災地ではつらい思いをして
いる山の仲間もいると思う。せめて素晴らしい山行をして、素
晴らしい会報をつくり届けたものです。これが私達にできるさ
さやかな応援ではないだろうか。落ち着いた八尾の街並みを歩
いていて、フッとこんな気持ちになりました。
なんど訪れても、良い街だと思う。
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高く積まれた石垣の上に街並みが

一口感想
・天候にも恵まれ、八尾街並みウォークは大変良かった。
何度訪れても良いまちで、別の季節にまた訪ねたい。

・お天気が良くて気持ちよかった。

・天気に恵まれ、絶好のお花見日和でした。
・お天気に恵まれ、最高のお花見でした。
（背渡さんのサスの昆布〆はナカナカの絶品でした）

・天気良く楽しかった。
・~余震のしらせを遠く聞き おそい花を見に八尾へ
（字余り、字足らず）

・昨日のウォーキング花見と 2 日連続のお花見で、今年の桜を満喫しまし
た。これからはスキーを納めて、山のシーズンだという気持ちを一
層引き立てる集いでした。

・天気良し、日和良し、山桜も満開で。来年もまた…。
・春をいっぱい体に吸収した一日でした。天気良し、桜良し、酒旨し。
・山桜、枝垂桜に癒され、和気あいあい楽しい一日でした。
・花を見て、八尾の街並みを歩いて楽しい時間をすごしました。

ストレッチ体操は、腱や筋肉に弾性を与え、
関節の可動範囲を広げて柔軟性を増すので、あ

☆ ７月 3 日(日)午後 2 時～4 時
☆ 大門体育センター
☆ 講師 橋本 令子さん

らゆるスポーツのコンデショニングおよび傷
害防止の準備運動として適している。また、各
自の能力に合わせて行われるので、日常、運動
不足になりがちな主婦や高齢者などにも適し

（スイミング・ストレッチのインストラクター）

た体操である。
〔小学館 日本大百科事典より〕
労山が発行している冊子「登山時報」に、この４月から新連載の『元気に登山を続けるために』が
はじまった。高齢化しつつある三島野 SC の会員諸氏におすすめの記事と思われる。著者は医師で登
山家の斎藤

繁という方。本文中の目を惹いた見出しに「日本の高齢者はアクティブ」とあった。最

近、中高年の遭難事故が話題にされているが、登山者数の割合が中高年が多いことの反映であり、
「中
高年登山者が遭難を起こしやすい」というより「中高年登山者が多いので、結果としてその年齢層に
遭難者が多くなる」だと。こうした場所で活動する高齢者が多い、日本の高齢者はアクティブだと述
べている。
中高年登山者の応援歌を聞く思いで読ませてもらった。以後期待しています。
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私の

．．
参加 その 3
堀井 泰則

雪山の魅力を「よりドン欲に味わいたい」と八ヶ岳・赤岳を 2007 年 5 月連休に企画し、参加者を募った。
当初、赤岳～横岳～硫黄岳の縦走をプランとしていた。そして、赤岳天望荘のオーナーにそのコースの状況な
どを問い合わせたところ『縦走は止めてください！』とキツイ答えが返ってきた。このオーナーのキツーイ“ひ
とこと”は、いつまでも心の中に残しながらその日を迎えた。そして、当日、行者小屋から地蔵尾根の登りに
取り付いたとき、オーナーの言うことに納得できた。高度を増す
ごとに残雪量が多くなり、しかも、斜度が増し険しくなってきた
からであった。そして、縦走は止め赤岳をピストンすることを決
め、皆に告げた。
赤岳の肩にある天望荘から山頂までは強い風と吹きさらしの尾
根道。アイゼンのツメを雪面に確実に咬ませて登った。翌朝小屋
前に長野山岳警備隊の 2 名が待機し、我々が縦走せず、下山する
ことを確認するかのように見送ってくれた。凍った雪面にアイゼ

地蔵尾根の頭から赤岳を仰ぐ

ンがサクッサクッと音を立てて咬み、急斜面の下りの足場を確保してくれた。
この山行はすばらしい雪山の魅力と、一歩間違えば事故につながる危険性を教えてくれた。そして、この年
の夏に赤岳～横岳～硫黄岳の縦走をしてこの山の魅力を再確認した。
翌 2008 年には 3 月に金剛堂山にスキー場横から夏道に合流するコースから登った。以前このコースの登山
は横殴りの雪で途中敗退していた。
次いで 5 月のＧＷに立山三山縦走。春の立山への憧れが胸の中で膨
らんでいて、ようやく実現した。近くにあるにもかかわらず行ったこ
．．．
とがないというコンプレックスを払拭するという、愚かなプライドが
動機でもある山行だった。
室堂に立つと目前に衝立のように雄山・大汝山・富士の折立が雪を
抱いてそびえ、転ずると左方に剱岳、そして真っ白な大日連山がある。
この壮大な景色は“わが故郷の自慢”であり、これから何度も足を踏
み入れたいと思った。今回は立山～真砂岳～別山 剱御前小舎泊～大
日岳の途中～室堂と歩いた。夏は幾度も踏み入れて、その素晴らしさ
を感じていたが、雪があるとまた味付の異なったアルピニズムを感じ
て「自分の山世界」が広がり、新たな挑戦への意欲が湧き出るように
思えてくる。
これからも体力の衰えを気力で補い“ちょっと謙虚に、おおいに勇
気を”をモットーに自然の中に飛び込んで行きたいと思っています。
雪山の魅力を感じ、経験と知識を豊かにして「雪山参加」から「雪山賛歌」を謳えるようにしたい。
（完）

３月 14 日に日本勤労者山岳連盟 理事会は「東日本大震災の被災者、会員の救援に全国の仲間の総結
集を訴える！」のアピールを発表しました。
（登山時報 2011．5 月号）
ただちに現地に救援活動に入った理事長の斉藤孝義さんの報告要旨を紹介します。

登山者仲間の強い絆
日本勤労者山岳連盟理事長

斉藤孝義

日本勤労者山岳連盟（労山）の第一次東日本大震災支援隊として 3
月 27 日に、宮城県石巻市に入りました。市内の日和山（ひよりやま）
破壊された港湾部と市街地を目にしました。港の周辺と旧北上川の両
岸、そして中洲の広範な地域で一部の建物を残し、がれきの街と化し
ていました。
前夜東京を出発した私たちは、仙台市の労山事務所で宮城労山の支
援隊と合流し、石巻労山の仲間を訪ねて支援物資を渡しました。断熱
効果のあるテントマット、登山用ガスコンロのボンベ、防寒着などは
家財道具の多くを失った石巻の仲間から大変喜ばれました。
震災に対する労山の仲間の支援の動きは早く、震災 3 日後に対策本
部を設置し、義援金の募集と被災者支援のアピールを全国の仲間に発
信しました。そして、情報の入手に全力を挙げました。亡くなった会
員はいませんでしたが、家族や家屋を失ったり、浸水被害を受けた会
員は、かなりの数にのぼることがわかりました。
地方連盟も創意工夫をこらして支援に立ち上がりました。栃木、千
葉などの多くの会員が参加し、福岡・大牟田の会員は 60 台の薪スト
ーブと医薬品などの物資を届ける活動を行いました。
支援活動を通じ、あらためて労山の仲間の「絆」の強さ、団結の強
さを感じています。
福島第一原発の重大事故は収束まで長い時間がかかるとされてい
被災した会員はいま、山どころではないでしょう。それでも登山や
ハイキングは、被災した人たちが生活再建を進める上で糧になるもの
だと考えます。再び山に向かえるような支援も重要だと思います。
宮城県連理事長
赤間弘記さん

東北関東大震災に際しまして、多くの

皆様から多大な支援と励ましを頂ま

して大変ありがとうございます。東北

６県、元気に災害復興に頑張っていま

す。今後とも、支援と励ましをよろし

くお願いいたします。このたびはほん

とうにありがとうございました。

福島県連理事長
村松孝一さん

全国の皆さん、ご心配をおかけしまし
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たが、福島県連は大丈夫です。みんな

元気に頑張っています。ご安心くださ

い。また、みんなと一緒に山に登れる

ように頑張ります。

岩手県連理事長 平井 正さん

今日ようやく 県連メンバ ー全 員の無事が確 認できまし

た。しかし、家族が亡くなったり行方がわからない方が

数人います。昨日釜石に行ってきましたが、想像以上に

メチャクチャです。支援物資は届いていましたが、これ

からは片付けに人手が必要でしょう。

義援金の呼びかけも大々的にしたいと思っています。長

い戦いになり ますので皆 さん といっしょに 頑張りたい

と思います。

ます。明らかな人災である原発事故の早い収束が望まれます。

貴重な自然を守るため、山からゴミをなくしましょう
貴重な自然を後世に残していくために、日本勤労者山岳連盟に加盟する山岳会・山
の会・クラブは 38 年前から、全国いっせいに清掃登山・クリーンハイクを実施し、
山からゴミを一掃する取り組みを行っています。
昨年は 43 都道府県で 473 の山岳会・山の会・クラブが 408 のコースで清掃登山・
クリーンハイクに取り組みました。参加者 8928 名、回収されたゴミは 12.5 トン以上
にも及んでいます。
ことしも下記のようなご協力を呼びかけます。
１．山からゴミを一掃するには、捨てられているゴミを回収し、新たなゴミを捨てないようにしましょ
う。登山者やハイカー、行楽客が山に「ゴミを捨てない、持ち帰る」ことを呼びかけましょう。
２．きれいになった山域でも清掃登山をつづけ、登山者、ハイカー、行楽客にゴミの持ち帰りを呼びか
けることが必要です。
３．すべての登山者・ハイカーが緑の番人・山岳自然を守る番人としての自覚を持って自然豊かな山歩
きを楽しみましょう。
2011 年 6 月 日本勤労者山岳連盟

会員への優待宿泊施設などが
多数あります。一覧は労山ホー

をお届けします

ムページよりご覧ください。
この会報の封筒に同封しましたので確認してください。
○ 会員証の住所・連絡先などお書きください。
（細字のサインペンで）
○ 会員番号は所属山岳会・クラブが変わっても変わりません。

大切の保管し、山行に持参し

○ 退会時には必ず返却してください。

てください。

三島野Ｓ.Ｃ会員のレベルアップと
安全登山のために
日本勤労者山岳連盟が編集・発行している

全会員にお配りします

登山のためのテキストです。

世話人会で話し合った結果、会員の総合的なレベルアッ
プと安全登山ために、会員が『労山発行のテキスト』を手
元に置き、読み、学んで今後の登山・ハイキングに役立て
てもらおうということになりました。
なお、基本的なテキスト「ハイキング ABC」を持って
いない会員は申し出てください。無料配布します。
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会員登録申請時のアンケートにみる
★トップは槍・穂高連峰

いろいろなコースがあります。穂高から大キレッ

奥穂高側からジャンダルム

トを縦走して槍ヶ岳へは難コース。三島野ＳＣで北穂から奥穂高・前穂高を縦
走しました。
★次いで、南アルプスでした。北岳、甲斐駒、仙丈、白峰三山、鳳凰三山 etc。
いい山がいっぱいあります。チョット遠いのが難点。
★三番目に黒部源流山域の山々。鷲羽・水晶はじめ名峰がひしめいています。
そこは奥深いです。
そのあとは、富士山、剱岳、後立山の山々などが多くみられました。

鳳凰三山とご来光・北岳にて

他、小窓尾根というマニアックなコースや越後三山、尾瀬ヶ原、御在所岳、九
州の山、北海道の山などの名前があがっていました。（会報№127 参照）
例会企画にならなくとも自主企画というテがあります。世話人会に持ち込ん
でみてはどうでしょうか。

三島野スポーツクラブ運営役員
任務分担

氏

名

住

所

TEL

5 月の世話人会は
11 日(水)・23 日(月) で

岩井 富雄

射水市宝町 1364-35

57-8180

す。ご出席をおねがいしま

副代表

黒川

射水市戸破栄町 1313-1

56-6755

す。また、会員はどなたでも

副代表

背渡 健治

高岡市五福町 11-45

23-2446

自由に出席でき「登りたい

会計担当

荒井 英治

射水市上野 465

56-3058

山」などの要望を言うことが

会報担当

堀井 泰則

高岡市石瀬 748-6

25-2792

できます。気軽に遊びに来て

代

表

衛

ください。
尚、開会時間は ７時 00

分です（これまでは 7：30）。

◇ 東日本大震災の被災地への支援は一刻も早く、国の総力を挙げてしなければなりません。労山で
は「全国の仲間の総結集」を呼びかけました。三島野 SC で“何が出来るか”“何をしなければ
ならないか”話し合ってみましょう。
◇ 先月号に書きました。
『いつまでも寒いですね』と。今月号にも『いつまでも寒いですね』
。山菜
の出方も遅れるでしょう。2～3 日前に採ってきた「フキノトウ」の天ぷらを食べました。春の
香りでした。５月５日の山菜企画楽しみですゾ。
◇ これから春山・木々が芽吹く季節です。出かけましょう春の装いで！しかし、山は突然冬に豹変
することもあります。対策を怠りなくしてください。

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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