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日本勤労者山岳連盟（富山県連盟） 
新日本スポーツ連盟 

 
燕岳・燕山荘  小木  清 画 

今号の内容 

第 14 回定期総会の報告     

2 月・3 月の企画案内  （2/12 古洞の森  3/18 上高地  3/20 西穂独標） 
山行報告  1／1元旦登山〔二上山〕   1／15 尖 山 

今年の三島野 SC 企画（8 月まで）  資料 労山新特別基金 



 

 

 

総会終了後 13 時から新年懇親会となりました。岩

井代表の音頭で乾杯し、ビール・日本酒・焼酎そし

てノンアルコールビールを飲み交わしました。 
時間を忘れてにぎやかに自分の行きたい山や、思

い出の山を語り合うグループが幾つもできました。 

予定時間の 11 時に総会を開会。29 名の出席のもと

背渡副代表の進行で、議長にＭさんを選出して議事に

入りました。 
活動報告、会計報告、活動計画、予算案、今年の会

企画案が順次提案され、討議し原案どうりで決定しま

した。 
【討議の中で出されておもな意見】 

○ 山岳保険は「労山新特別基金」のほか、民間でもい

ろいろなものがあるがどう考えるべきか。 
（別頁に「労山新特別基金」に着いて記載） 

○ 三島野 SC が加盟している「新日本スポーツ連盟」

「日本勤労者山岳連盟」とはどういう組織なのか。 

  

１月 29 日（日） 

古洞の湯 

 

○ テーマを持った山行企画を立ててはどうだろうか。例えば「どんな岩石によってその山は形成され

ているか」「スケッチや写真撮影に時間をとる」など。また、昼食休憩をもっとゆったりした計画を

立ててほしい。 
○ リタイアした会員がかなりいるので平日企画を多く立てたらどうだろうか。 
○ 今回の総会を機に退会者が数名発生したが、その多くは一度も参加しなかった人です。魅力ある企

画を立ててみんなが参加したくなるように。 
○ 山岳保険は民間のものもあるが労山の「労山新基金」は有利なのか。（6 頁に資料を記載しました） 
 
役員改選は岩井富雄代表、黒川 衛、背渡健治副代表が再任され、世話人会に的場邦夫さんが加わる

ことになりました。 
会員数は 7 名の退会申請があり、1 名が保留となって、総会時の会員数は 41 名です。 

２９名の出席でこれからのクラブ

の豊かな発展を確認しました 

新年懇親会 

 

お酒の力で口滑らかに 
山への想いを交流 
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雪上カンジキハイ

【集合・出発】9 時 00 分 薬勝寺Ｐ 
【歩行時間】約 3 時間   

技術★☆☆☆☆ 体力★☆☆☆☆ 
Ｌ：岩井富雄（ルート経験あり） 

【参加申込】2 月 5 日まで FAX 57-8180（岩井）まで 
【装 備】 
カンジキ or スノーシュー必携、防寒対策（帽子・手袋・

など）、テルモス（温かい飲み物）、長靴も可 

 

雪上カンジキハイ
 

 

 

雪に埋まる里山の静寂… 
異次元の世界に身を置く 

葉を落したカラマツ、ケショウヤナギの林の岸辺は雪を残し 

それをぬうように流れる梓川と仰ぐ白い焼岳と穂高連峰の山岳大伽藍 

夏の喧騒から一変した静寂な光景は自然の大きさ・美しさを映します 

【集合・出発】6 時 00 分 薬勝寺Ｐ 
【歩行時間】約 6 時間   

技術★☆☆☆☆ 体力★☆☆☆☆ 
Ｌ：岩井富雄（ルート経験あり） 

【参加申込】3 月 11 日まで FAX 57-8180（岩井）ま

で 
【装 備】 
カンジキ or スノーシュー必携、防寒対策（帽子・手袋・

など）、テルモス（温かい飲み物）、長靴でも可 
【コース】 
釜トンネル   大正池   河童橋   （明神池） 
帰路は右岸を歩く   ウエンストン碑   釜トン

ネル  
2010.3.22 の三島野 SC 上高地 

バックの山は焼岳 
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まだ雪におおわれた北アルプス穂高連峰  

その一角に足を踏み入れ、 

その美しさ雄大さを目の当たりにした感動は 

たちまち“山の虜”にしてしまう 

 

 
尚、天候不順の場合中止し、4月 1日(日)

に順延します。その時は参加について再

度確認します。 

【集合・出発】6 時 00 分 薬勝寺 P 
【歩行時間・標高差】登り 3：30 下り 2：00 

標高差 約 600ｍ 
技術 ★★★☆☆ 体力 ★★★☆☆ 
L:堀井 泰則（ルート経験あり） 

【参加申し込み】3 月 13 日までに堀井 FAX 25-2792 へ 
【費 用】約 5,000 円（ロープウェー2,800 円含む） 
【コース】 
新穂高温泉（ロープウェー）  西穂高口 2,150ｍ 
西穂山荘 2,385ｍ  西穂独標  〔往路を下る〕 

西穂独標 

2,701ｍ 

装 備 
無雪期の装備のほか、アイゼン・カンジキ・ピッケル・

スパッツ・ゴーグル・テルモス・防寒帽子・オーバー手

袋は必携 
 

ﾋﾟﾗﾐｯﾄﾞﾋﾟｰｸ 

 

メンバー： 
（L）岩井富雄、Ｍ・Ｋ、Ｎ・Ｈ、Ｓ・Ｆ 
コース： 
城光寺競技場 P 5：40   二上山山頂 7：10～
7：30   城光寺競技場 P 8：30 

 
 

 

岩 井：昨年に比べると雪が少なく、歩きやすかった。比較的穏やかな天候で、夜明け前の高岡市内の

夜景と新港方面の海岸線がきれいに見えて印象的でした。 
Ｍ・Ｋ：天気まあまあ、雪もそこそこ。雪山シーズンの始まりで快適な山歩きでした。ご来光は見られ

なかったが射水平野がきれいでした。 
Ｎ・Ｈ：何回も歩いているが、今年幕開けの山を元気で登れてよかった。 
Ｓ・Ｆ：日の出は見られなかったが、穏やかな天候でよかった。けっこう雪もありいい山歩

きだった。 

 

総会で 3月 11 日と報告しましたが、（L）の都合で上記日程に変更しましたのでご了承下さい。 

二上山山頂にて 
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559.4ｍ 

 

8 年ぶりの雪の尖山 

天気に恵まれた雪山登山の良さを満喫した今回

の尖山だった。 

前日の土曜日は良く晴れていたが、この日の予

報は「曇か雪」となっていて一抹の不安を感じな

がら出発した。 

前夜に降った雪が杉に被って樹林帯は“静寂な

冬景色”を醸し出していて、誰もいないその林の

中を歩く自分たちが神聖な人間と錯覚しそうであ

った。しかも徐々に天気が良くなってきて薄日も

射すようになって、今年も自称「晴れ男」の異名

をいただけるのではないかと秘かに慢心。 

そして、頂上からの予定していた 360 度の眺め

は予定どおりに展開。雪を抱く鍬崎山、弥陀ヶ原、

大日岳、毛勝三山 etc。目を転ずれば富山平野と富

山湾が広がっている。 

下山途中から日が翳ってきて、われわれの幸運

を自慢げに語りながら無事山行を終えた。 

（Ｙ・Ｈ 記） 

 

会費納入のおねがい 
会費がまだ納入されていない会員は、この会報届けの封筒に振込用紙が同封されていま

すので振込されるようお願いいたします。登山時報の読者の代金振込みも入っています。 

【メンバー】 
L/岩井富雄、Ｒ・Ｎ、Ｓ・Ｈ、Ｙ・Ｈ 
【行 程】 
薬勝寺 P 6：55   横江集落 P 8：00   登山口 8：15 
   山頂 9：50～10：10   登山口 11：00 
立山駅で昼食をし、砂防会館を見学し帰路についた。 

岩 井：非常によかった。冬景色が素晴ら

しく感動！（今日来なかった人

はバカみたい） 
Ｒ・Ｎ：久しぶりに参加しました。しっか

りしたトレースがあり「ツボ

足」でも OK。頂上で展望も楽

しみ、とてもよかった。 
Ｓ・Ｈ：楽しい山行でいい運動になりまし

た。毎年登りたいです。体力の

続くかぎり…。 
Ｙ・Ｈ：久しぶりの雪の尖山。天気よし、

風も穏やか、展望よしで大満

足。 

 

山頂にて 

遠くに尖山が… 
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山岳団体が扱う保険・保障制度 

日本勤労者山岳連盟や日本山岳協会では、以前から加盟団体

の会員が加入する山岳遭難共済や遭難対策基金の制度を設け

て、民間の保険商品が少なかった時代には大きな役割を果して

きた。2008 年の改正保険業法の施行により、これらのタイプは

個人対象の保障制度や互助制度に切り替えられる傾向にある。 

日本勤労者山岳連盟の労山新特別基金 

寄付金 1 口×1000 円まで 5 口 5,000 円加入の場合 見舞金制度による交付 
死亡・行方不明 200 倍保障 100 万円 30 万円 
後遺症障害 200 倍保障 100 万円 重度の場合 30 万円 
遭難捜索費用 300 倍保障（初年度） 150 万円  
入院（日額） 入院日数 3～210 日に交付 4000 円 入院 3 日以上 10 万円 
通院（日額） 通院日数 3～50 日に交付 2000 円 通院 20 日以上 10 万円 
 
〔主な特徴〕 
労山会員が加入できる制度。寄付金（共済掛け金のこと）は 1000 円（1 口）以上任意に選べる。所属団体

に登山計画書を提出した山行にのみ適用され、捜索補助費用は加入年数によって交付率が上がる（ 高 400
倍）。高山病、日射病、凍傷などの疾病、人工壁（計画書不要）、海外登山、トレッキング中の事故でも交付

される。ハイキングなどの軽登山（※）は通常の 3 倍の交付率、遭難救助中の二重遭難は 5 倍の交付率とな

る。 
加入者をリーダーとする団体主催の公開山行で、労山会員以外の参加者が事故に遭った場合には見舞金が交

付される。 
また、交通事故および交通機関の事故は対象外です。 

尚、詳しい内容はインターネット『労山新特別基金』を入力すれば検索することができます。 
 
（※）3 倍の交付が適用される山行は、①岩場、沢、雪山、海外登山、を除く ②標高 2000ｍ以下 ③標準

コースタイム 5 時間以内 ④日帰り ⑤既設登山（登山道がつくってある） 
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民間の保険会社では、登山ブームで登山者が急増したことから、 近いろいろな山岳保険商品を販売

するようになりました。それらと契約する場合「適用される登山形態」と「保障内容」「保険料」を充分

に理解したうえで契約することが重要です。 
例えば「ピッケル・アイゼン・ザイルを使用の登山には適用されない」「遭難・捜索費用は対象外」等

があります。 



 

8 日(日) お花見ハイク 金沢・卯辰山 
JR 金沢駅から卯辰山へ約５km。途中近江町市場で食材をするかも…。 
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上記のほかに総会で要望された「平日企画」や会員が企画

する「自主企画」も世話人会で検討し、決定されれば会報で

案内します。 

22 日(日) 雪上訓練 人津谷（称名川沿いの谷） 
カンジキ・アイゼンの装着・歩行、ピッケルの使い方をまなぶ。 

6 日(日) たけのこ掘り ＆ ウォーキング ＆ 山菜グルメ 

会員の好意による恒例の企画。チョット汗をかいて、鍬で筍掘って、食べて…。 

22 日(日) 大地山(1,167m) 

昨年の企画が雨で中止になった。今年は“晴れの予報”を信じて。ブナの新緑を楽しむ。 

3 日(日) クリーンハイク・中山 

全国労山の統一企画。豊かな自然をたのしみ、後世に残す。「参加することに意義あり！」 

10 日(日) 雑穀谷訓練 

アルプスなど岩稜は事故多発地帯。安全登山のためには必須の訓練です。 

24 日(日) 富士写ヶ岳(942m) 

  シャクナゲが有名ですが花は終わりの時期になっているかも。帰りに山中温泉で…。 

 
1 日(日) 戸隠山 山頂登山組と「ささやき小道」トレッキングの 2 コース企画 

  初夏の戸隠高原の新緑コースとあのヤセ尾根をもう一度コース。 

 
15 日(日) 大長山・赤兎山 

赤兎平はニッコウキスゲが咲き、大長山のブナ林の新緑がウリです。 

28 日(土)～30日（月） 南アルプス・北岳（3,193m） 

三島野 SC の夏山メーン企画。日本第二の高峰へ・いざ！登らん。花もきれいな山です。 

16 日(木)～18日（土） 黒部源流を遡行し水晶岳・鷲羽岳へ 

北アルプスの魅力のエキスが満載の山行です。 

26 日(日)霧ケ峰 

最高峰は車山 1,925ｍ。トレッキングコースが多く、気軽に高原散策が楽しめます。 

 

 

 

 

 

 

 

3 日(木・祝) 立山日帰り登山 
陽春の立山は豊富な残雪をまとって迎えてくれる。白銀の室堂平から雄山 
へ。まだ雪をまとった北アルプスの峰々が目前に広がります。 

北岳と北岳山荘 



 

三島野スポーツクラブ運営役員 

任務分担 氏  名 住   所 TEL 
代 表 岩井 富雄 射水市宝町 1364-35 57-8180 
副代表 黒川  衛 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 

2 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。 

  
   

  

   

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 
 

◇ 定期総会が無事に終えました。出席は会員の 70％・29 名は素晴らしい高率だと思いますが、ベス

トは全員が顔を揃えて昨年を省み、今年を計画することですね。14 回目の総会、1997 年の発足で

あれば今年は 15 周年ではありませんか！『三島野スポーツクラブの記念登山』と位置づけた企画

をいくつか設定すればどうだろう。 
◇ 元旦・二上山、尖山はこの季節としては恵まれたようです。…でも参加者がチョットさみしかった

ですね。 
◇ テレビ報道で見ました。スポーツを楽しむ人は富裕層になるほど多くなり、いわゆる、貧困層は低

いという統計が出たそうです。総会資料の「スポーツ基本法」「労山趣意書」を読み返しました。

憲法 25 条で保障された“文化的な生活”が保障されてない今の日本の現状を少しでも変えなけれ

ば…と思うのは編集子だけだろうか。 

書籍紹介 
田代 博 著 

 

山の名がわかれば 登山は 101倍おもしろくなる！ 
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新日本出版社 
1,600 円（税別） 
四六版 186 頁 

山を眺めるのは楽しい！ 物事の因果関係を大切に、と思っています

ので、これについても理由をいろいろあげることができますが、山を眺

めている時は理屈抜きに幸せな気分になります。見えている山がわかれ

ば楽しさはいっそう増します。 （本著「はじめに」より） 

この著書の概要 

第一章 体験的山岳展望の楽しみ 
第二章 知っておきたい基礎知識 
第三章 パソコン・インターネットの活用 

第四章 展望写真を撮る、スケッチする 
第五章 山岳展望をめぐる話題 
第六章 町から、乗り物から楽しむ山岳展望 
第七章 「展望の山旅」モデルコース 




