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今号の内容
１月の山行企画

【お詫び】

１月１日「元旦・二上山」

1 月 15 日「尖山」

第 13 回定期総会の案内 （1/29 古洞の森）
Ｋさんの“入会の記”
アンケートについて

会員からの登山レポ〈小坪哲彦・堀井泰則〉
ネットで三島野

書籍紹介

先月の№135 の表紙の絵の
説明が間違っていました。
正しくは「八ヶ岳・権現岳（八
ツ頭より）」です。修正用の
シールを貼ってください。

年の初めの日の出を二上山で迎えられたら…
三島野 SC 恒例の企画です。冬の雪の中を歩くこともあり
ますが、この時期としては珍しい好天になれば“初日の出”
を、富山湾の向こうにそびえる立山連峰の稜線から光線を
放って昇るのを迎えることができます。
【集 合】元旦の朝 5 時 30 分 城光寺競技場 P に 5 時 30 分
日の出は 6 時 50 分頃です。歩行時間は 3：30～4：00
参加希望者は当日現地に時間厳守で集合してください。

積雪があればカンジキが必要です。
昨年は 60ｃｍ積雪でした。

L：岩井富雄

深い雪を踏んで登ります。カンジキ・スノーシューがその機能を発
揮し、雪山の楽しさときびしさの一端を体感できます。
三角錐のピークに立つと、360 度の展望が…天気が良ければ大品
山、大辻山、鍬崎山、大日岳、剱岳などの展望台です。
【集合・出発】7 時 00 分 薬勝寺Ｐ
【歩行時間】約 4 時間

技術★★☆☆☆ 体力★★☆☆☆

Ｌ：岩井富雄（この時期のルート経験あり）
【参加申込】1 月 8 日まで FAX 57-8180（岩井）まで
【装 備】
（積雪期の装備：「ハイキングセカンド
ステップ

第２版」52Ｐ参照）

フリース、雨具、保温性の手袋、スパッ
ツ、帽子・耳を覆うもの、ストック、ゴ
ーグル・サングラス、テルモス・温飲料、
などは必需です。
帰りに♨に入ります。
共同装備：ツェルト（4 人に 1 張り）
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◇ １月 29 日（日）
〈総会〉11 時 00 分から 12 時 30 分
〈入浴タイム〉～13：15
〈懇親会〉13 時 30 分～

◇ 古洞の森

送迎バスを運行しますので
ご利用下さい。
高岡駅南口

10：00

小杉駅前

10：20

古洞の森

10：40

高岡駅南口

2011 年を振り返り、2012 年の方針、企画をみん
なで決めます。それにすべての会員が関わることが理想
です。皆さんの予定表に組み込んでおいてください。
そして、懇親会でそれぞれが思い描く山への想いを語
り合いましょう。
後日、総会の資料・議案書を送付します。

ここに集合・出発

パチンコ店

盛り上がる宴会風景

“冬枯れの二上山”は朝日小屋のゆかり女史を含め 26 名とい
う「史上空前」のエントリーがあったが、前日の夜の冷たい雨
降る状況を見て前夜に「中止を連絡」となってしまった。
しかし、当日の天候を見て、独自に敢行した会員もいて、
「よ
かったぁ～」という報告もありました。
『年忘れの宴』は 28 名の出席。
“その山企画してよ”
“それど
んな山け～”などとあちこちで「山談義」に花が咲いていまし
た。
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「三島野スポーツクラブ」入会して
Ｔ・Ｋ
昨年 2011 年 10 月に入会した川端です。きっかけは同じ町内に住むこの会の会員の
Ｈ・Ｋさんを通じ、彼女の旦那からこの会の情報を得ていましたが『まずは「お試し登
山」に行ってからにしまいか』ということになりチャンスを待っていました。
☆ 9 月 4 日(日)乗鞍岳への登山があると聞き、早速Ｋさんを通じてお願いしました
が、久しぶりの登山と新しい仲間ということで少々緊張しながらの日々でした。
当日の天候を案じながら準備していたら「雨天のため中止」の連絡。残念やら、
安堵やら？？…。
☆ 9 月 18 日(日)に延期の知らせに“論を待たず再申し込み”
。今年は殆んど登山をしていない私にとり
ましては、早い時間の朝食も久しぶりで「登山に行く」という感覚を思い出してくれました。
集合場所の薬勝寺Ｐへ。Ｌの背渡さんより紹介を受け私ども 2 名（テスト生？）を含み 7 名が 2 台
の車に分乗して目的地へ。絶好の天候の心地よい涼風で、秋を感じさせる空気を味わいながら、登山開
始。7 名で家族的な雰囲気での山歩き。昼食～下山～入浴（丹生川温泉）＝楽しい仲間との出会いがあ
り（ひとくち感想の通り）
。…入会をお願いしたことはいうまでもありません。
しばらくして「会報」が届きました。表紙の絵も素晴らしいし、中身の充実さに惹かれながら読んで
いるうち、自分の「ひとくち感想」を見て又ビックリ！（早い掲載に）
☆ 11 月 3 日（祝・木）会員として初参加…赤兎山へ。素人の私

赤兎平を行く

しんしん

としては初めて活字で見る山・聞く山で興味津々…。ホームグ
ランド・薬勝寺Ｐに 5 時集合。初参加でＬ/堀井さん・ＳＬ/岩
井さんより紹介いただき 3 台の車に分乗。私達の車のドライバ
ーはＫ・Ｍさん、横顔を見ればどこかでみた顔。私が勤務して
いた時に同じ職場にいた同僚の兄弟とのこと、世の中狭し（親
近感）
。
車は登山口をめざす。紅葉と錦秋をぬって（目の保養充分）
登山口駐車場へ。…頂上で少し早めの昼食を全員で美味しくい
ただき下山へ。すれ違う人々のなんと多いこと…そんなに有名
な山だったのか？下山の後は温泉に浸かりました。ほんとうに
素晴らしい仲間との出合と景色、「ひとくち感想」を思い浮かべながら…。
☆ 12 月 11 日（日）冬枯れの二上山を歩く（雨天で中止）＆忘年会。二上山と聞けば地元、しかも忘年
会会場はより近い伏木。
“なにが何でも参加”と熊木夫妻と早々に決めていました。申し込みは一番だ
ったと思います？
二上山は残念ながら中止。…忘年会で皆さんにお会いできるのを
楽しみに会場の「越の庭」へ。しかし、登山と違ってどんな雰囲気
かチョット気になっていましたが、1～2 回お会いした方もおられ
違和感まったく無し。家庭的な温かみを感じながら多くの人とお会
いし、時間の過ぎるのも忘れる楽しいひと時でした。
ほんとうに素晴らしい会に入れていただいたことに感謝しなが
ら、春からの数多い企画への参加を目標に冬季トレーニングに励み
たいと思っています。
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2011 年 12 月 30 日(金)

小坪 哲彦
目的地：中山（1255ｍ）
山行日：2011 年 11 月 27 日（日）
天候 ：晴れ
山行目的：冠雪の剣岳の眺望を満喫する（この日は単独行でした）
行程 ：自宅発 8：00→立山川駐車場 9：40→登山口着 9：50→山頂着 11：10
東小糸谷ルートで山頂発 11：50→東小糸谷登山口 12：40→立山川駐車場 12：50
雑感
前夜の天気予報から絶好の剣岳の眺望が得られると確信し、11/27 の中山登山を決め込んだ。
朝 8：00 自宅を出発し高速経由で立山ＩＣから番場島へと急いだ。
伊折を過ぎた辺りから路肩には雪が続くようになり普通タイヤ
での不安を感じ始める。
発電所辺りから路面は積雪 15ｃｍ～20ｃｍとなり前を走る軽四
がノロノロ運転となり遂に
登山口手前の立山川Ｐ前の上り坂（轍も完全にアイスバーン）で
スリップし全く動けなくなった。
後続のドライバー共々軽四の後押しするハメとなり相当の時間
ロスを感じ始める。
私は 4ＷＤのせいか難なく駐車場（登山口脇の駐車場は既に 10 台程度の満杯で上のＰへ）着。
この積雪量では下山ルートに予定した東小糸谷ルートは無理かな？？とイヤな予感がよぎる。
登山口から既に積雪 20～30ｃｍで先行者が雪の上につけた踏み跡があり、徐々に積雪深は増しては行くも
のの迷うことは無かった。
山頂は積雪 40～50ｃｍ程度で既に 20 人程度が思い思いの場所に陣取り、まぢかに迫った剣岳と頂上の案内
板（以前登った時には無かったかと思うのですが・・・）をバックに撮影に耽る人、
アツアツのカップ麺での昼食をとる人などで満席状態であった。
（雪の“三ノ窓から続くマッチ箱”がこんなにもはっきり確認でき
中山へやってきて満足感で一杯でした。
）
東小糸谷から登ってきた一人が、このルートで 4～5 人が登ってき
ておりツボ足で十分に下りられますよ、との事だったので迷わずこ
のルートで下山し始めたが私の他に下りる人は居らず
熊さんと友達になるのではなかろうか？？と気がかり。
踏み跡は次第に間隔が広くまた数少なくなり、3 ケ所の沢を横切る
辺りでは夫々踏み跡が見つからず躊躇したがマア何とか無事下山できてホッとしたものでした。
澄み切った空気のこの時期の中山からの眺望は流石に素晴らしくまた直ぐにでも登りたい、そんな思いを抱
きながら帰路につきました。
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御 在 所 岳 1,212ｍ

2011.10.23

堀井 泰則
この日は三島野 SC 企画で雨飾山を予定していたが、前日からの雨で早々に中止を決定した。
「この日は登
山」と決めていた気持ちは、“そんならどこかに雨の降っていないところは無いか”とネットで全国の天気予
報を調べたら、
『あったー！』三重県地方だけが晴れの予報。すでにザックに必要なものは準備済み。
朝 4 時に出発した。予定した出発時間を 1 時間近く遅れたのでチョット飛ばした。白川村からひるがの高
原では雨模様。美濃加茂辺りからどんよりした曇り空で、はたして予報どおり目的地は晴れているのか不安に
なった。名古屋から東名阪道に入る辺りから空が明るくなってきて、四日市インターを出る頃には陽も射すよ
うになり鈴鹿山脈も見えてきて「予報的中」を確信。
登山口の湯ノ山温泉に 8 時頃に着いたが、どこに駐車すればいいのかウロウロ
した。8：30 出発。多くの登山者が歩いている。登山口までの舗装のアプローチ
はけっこう長く遠い。9：15 中道登山道登山口に着いた。樹林帯の急登。時々、
木々の間からロープウェーと御在所岳の岩肌が見えると休みを兼ねて足を止め
て眺めた。
登山道は崩れた花崗岩の砂礫を踏んで歩くところが多い。燕岳を思い出す道で
ある。急登が続き、所々に見晴台のようなところがあって、そこからはロープウェーと御在所岳の岩肌の景観
が遠くに見える。そのつど展望を楽しむ。
多くの登山者が連なって登っていて、青年 4 人グループと少し同行となった。大阪から来たという。いろん
な登山者と前後しながら登る。前回の剱岳登山か

奇岩・地蔵岩

ら約一ヶ月のブランクは脚をナマクラにしたよ
うで、脚への負担を感じながらもそれに耐えて急
登を登る。登り始めて約一時間、地蔵岩に着く。
落ちそうで落ちない奇岩の上に立って記念撮影
する青年が続く。10：30 キレット。唯一の難所
ともいえるところで岩場の急降下。北アルプスの
キレットと大違いでスケールはくらべる比でも
ないが、そんな岩場は慣れない登山者で渋滞する。
そこから登り返し、ロープウェーの観光客がご
った返す所に出て山頂をめざす。11：50 山頂に
着いた。
下界と同じようなレストランがあり、一瞬「登
山」を忘れさせる光景がそこにあった。昼食後 13：00 に下山出発。下りは裏登
山道を降りることにした。ひたすら下って、ロッククライミングのトレーニング
場として名高い「藤内壁」を右に見て下る。見上げる壁をクライミングする姿が
小さく見えた。14：20 藤内小屋。一泊二食が 4,700 円の案内にその安さにびっ

藤内壁
ロッククライミング

くり。小屋も綺麗に建て直されていて感じ良く、利用しての「御在所岳登山」も
有りだと思った。裏登山道登山口に 15：00 着。
湯ノ山温泉への道を間違えて 30 分のロス。
帰路途中のホテルで温泉に浸かって四日市インターに向かった。
ひたすら高速道路を飛ばし、帰宅は 20：10。
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左記の要領で、2012 年の企画を決めます。

会員のアンケートを集約

皆さんの要望をできるだけ実現し、安全登山を
前提にしつつ充実した１年にしたいと思いま

１月 29 日の総会で『2012 年の企画』（案）を提示

す。
アンケートは総会の出欠確認の項目もあり
ますので１月１０日までお送りくださるよう

総会で出された意見を参考にし、世話人会で決定

お願いします。
登山企画を見たとき、誰でも花の美しさや稜線からの展望を求め憧
れる。でも「天候はどうか」「自分には登れるだろうか」「泊りがけの
山行はどうか」
「危険な岩場は大丈夫だろうか」などの心配をすること
があります。
そのために
① 自分の力量（体力・技術・精神力）を良く知っておく必要があ
ります。もちろん、それは訓練や登山回数をこなすことなどで
向上します。
② 自分が行きたい・登りたい山があれば、そのコース・その山を
調べて知ることが大切です。地図で、本で、ネットで情報を得
てください。
宝剣岳の岩場

③ 自分の持っている装備は大丈夫か。
これらのことも念頭に置き、今年の山登り計画を考えましょう。

三島野スポーツクラブの会報がインターネットで見ることができます。入
会希望する人や、山好きの人に教えてあげえてください。
会報１２月号をアップロードしました。
山行のリーダーなどを除き個人情報保護の観点から匿名にしました。
この件についての意見は、メールや総会での発言でお願いします。
会報は予算の関係で全ページをカラー化してありませんが、ネットでは全てカラ
ーでご覧頂けるので、お楽しみ下さい。
三島野スポーツクラブのホームページのＵＲＬは
http://sportstoyama.namaste.jp/misimano/misimano.html
ホームページなどのご意見も何なりとお寄せ下さい。
皆さんの知恵で良いものにしていきたいと思っています。
世話人会又は林までお寄せ下さい。
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です。

書籍紹介
登山時報 2012.1 月号
№４４３より

芥川賞と泉鏡花賞の受賞作家で医師の著者は過労から鬱病を発症
な

ぎ

け いし

南木 佳士 著

山と渓谷社 刊

山 行 記

￥1,500（＋税）
四六版 224ｐ

著者は信州に住む医師である。

山行の舞台は著者の地元浅間

その著者が職場の仲間と山行を

山に始まり、笠ヶ岳から槍ヶ岳、

共にする「山行記」だから、必然

白峰三山と続く。若い衆に乗せら

的に登場人物は看護士、保健士、

れて挑戦する南北アルプスのロ

放射線技師、若手医師となる。

ングコースである。

少々後向きな状態であった著

還暦間じかの著者が苦しいの

者を山へといざなうのは、長年連

は当たり前。そこを何とかやり過

れ添った妻とこの職場の仲間で

ごすための仲間との心理作戦に

ある。

思わずニヤリとさせられる。

この本を読んで、私の今年の企
画に浅間山を計画したいと思
った。
（Ｈ）

三島野スポーツクラブ運営役員
任務分担

氏

名

住

TEL

所

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

代

表

衛

1 月の世話人会は
6 日(月)・20 日(月) 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」「運営について」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。

◇ 「原子炉が冷温停止状態に達し、事故は収束した」－野田首相が宣言した。いまなおメルトダウン
した核燃料の状態が正確に把握されていないのにである。
「鹿島厚生病院・山クラブ」
（労山加盟）は直後は停電と断水で診療はできなかったが、診療再開
で忙しかったが、最近ようやく山に登る時間が取れるようになったとのこと。また福島県連は山
の放射線測定を測ることに取り組んでいる。「収束」など“どこ吹く風”“実態無視”以外何もの
でもない。
◇ この時期・この地域はどうしても山歩きは悪天候に遭う。二上山も多くの会員の期待があったが（清
水ゆかりさんも）中止となった。この時期「目を転じて」太平洋側の山を計画したらどうかなと編
子は思ってみるが…。「会企画の山行報告」がないのがさみしい。

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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