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今号の内容

岩井富雄代表 あいさつ

3 月企画 3／18 上高地トレッキング
4 月企画 4／8 お花見ハイク・卯辰山
山行報告 2／12 古洞の森

「女性会員のお茶会」案内

3／20 西穂独標 or 丸山
4／22 雪上訓練 人津谷

2／22 瀬戸蔵山

寄稿

スキー始めました

より多くの人と、今年も“安全で楽しい登山を”
世話人会代表 岩井 富雄
第 14 回総会で再び代表に選出されました。よろしくお願いいたします。
まだまだ寒い日が続きます。２月になっても降雪量が多く、除雪などの労苦を
負われることが幾日もありました。しかし、季節は足早に移ろい、暦のうえの「雨
水」
（24 節句 2 月 19 日）も過ぎ、フキノトウもひょっこり顔を出す報道に、まだ
冬の装いで過ごしている私達に春の訪れを知らせてくれます。
春の訪れとともに、三島野 SC も春の企画『お花見ハイク』
『春山登山』と春の
自然を体と心にいっぱい感受し、それを夏山・秋山・雪山へとつなげて行きたい
と思っています。
先の総会で出された意見・声も受け止めて企画を提起し、実施したいと思って
います。
今年の私の思いは総会でも話しましたが、
「安全で楽しい登山」をめざしたいと
思っています。昨年は多くの遭難事故が発生し、その多くは単独あるいは未組織
の登山者でした。登山に必要な基本的なこと――三点支持・読図・山の歩き方・装備などを学ぶ機会もなく山
に向かっていると思えます。私たち三島野スポーツクラブは訓練や講習会を行い、山行に際してはリーダーの
もとに“誰もが安全に登山口に帰る”ためのチームワークを何より大切にしています。ここに組織された登山
愛好者ならではの大切さ、良さがあります。
『今年も三島野スポーツクラブの一員で良かった』と言えるトレッキング・山旅をしましょう。

８月までの企画案内チラシを活用してください
三島野スポーツクラブの 8 月までの企画を記載したチラシを作成しました。友人知人の山
愛好者に渡して入会のお誘いを！
今号の会報送付の封筒に同封しましたので活用してください。

山行計画書を必ず提出してください
○ クラブの山行を管理するために。
○ 労山の事故のための「共済基金」給付の絶対条件です。
今号の会報送付の封筒に同封しましたので保存・活用してください。

女性会員のための女性会員による

“女性会員のお茶会”の案内
◇3 月 5 日（月）

AM10 時に小杉駅南口集合し、「クワトロブーム」の一室で行います。家庭と

登山・スポーツや諸々のことをオシャベリしたいと思います。お互いに持ち寄ったご馳走などのランチを
して PM3 時まで予定しています。
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雪上カンジキハイ
【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

田代池の木橋を行く
２０１０・３月

池）帰路は右岸を歩く

河童橋

（明神

ウエンストン碑

釜トンネル
（平湯から釜トンネルへはバスを利用します）

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

2,452ｍ

2,701ｍ

独標の希望者は 3 月 5 日（月）に行う『ロー

【集合・出発】6 時 00 分 薬勝寺 P

プワーク講座』に必ず参加してください。

【歩行時間・標高差】
■ 独標コース：技術 ★★★★☆ 体力 ★★★☆☆
登り 3：30 下り 2：00

標高差 約 600ｍ

L:堀井 泰則（ルート経験あり）
■ 丸山コース：技術 ★★☆☆☆ 体力 ★★☆☆☆
登り 2：30 下り 1：45

標高差 約 300ｍ

【参加申し込み】3 月 13 日までに堀井 FAX 25-2792
【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）
西穂山荘 2,385ｍ

確認します。

西穂丸山

西穂高口 2,150ｍ
西穂独標

往路を戻る
【装 備】
雪山の装備：「ハイキング ABC 」16 ページと「セカン
ドステップ」 72 ページを参照
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【集合・出発】JR 北陸線を利用
小杉駅 発 8：18

高岡駅 発 8：34

この電車に乗車してください 金沢駅着 9：14
【歩行時間】約 5 時間
技術★☆☆☆☆ 体力★☆☆☆☆
Ｌ：背渡健治
【参加申込】4 月 1 日まで FAX 57-8180（岩井）
昼食・嗜好品は各自で準備してください。

ひと つ だに

春山山行にチャレンジする人のための訓練。カ
ンジキ・アイゼン・ピッケルなどの装着と使い方
などをまなびます。
5 月３日の企画に「立山日帰り登山」があり、
参加希望する人には必須の訓練です。また、自主
企画で雪の北アルプスも予定する可能性もありま
す。雪上登山の「安全装置」を使い慣れる機会で
す。
詳細は次号会報№139 に記載します。

白銀の室堂平から大日連山・立山連峰を仰

5／3（木・祝）

ぎ、一の越へ。そして、3,003ｍの山頂へ

太閤山を散策し、黒河へ。掘った新鮮

5／6（日）

な筍と山菜でグイッとやりましょう
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雪上カンジキハイ

【メンバー】
L/岩井富雄、他１０名、ほか富山ウォーキングクラブ５
名
【行 程】
薬勝寺 P 9：00

古洞の森 9：15 着 9：40 出発

あずま屋 10：35（休憩）10：45
11：00
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どんぐり橋分岐

どんぐり橋詰休憩所 11：30（昼食）12：
天文台 12：15（見学）13：25

13：50（入浴）

古洞の森

薬勝寺Ｐ14：50

岩
M
T
Y
T
S

井：コースが単調で少しもの足りなかった。
K：里山の自然を堪能しました。
K：ほどほどの天候に恵まれて良かった。
H：雪の上を歩き、汗をかき爽快でした。
K：（別項）
F：久々にカンジキを履いての歩きを満喫した。

S H：ゆっくりの里山歩き、息抜きができました。

K

M：後方を歩いたので汗を余りかかなかった。天文
台を見学できてよかった。

A K：初めてカンジキを履いての古洞の森歩き、良か
った。

背中を押されて参加

よかった！
T.

K

正月以来、休日はテレビの前でごろごろしており身体の調子がイマイ
チの状態。なにか運動しなければと思っていた矢先、家内が「カンジキ
ハイク」の企画に申込んだから二人で参加するよ・・・・と。
カンジキハイクは初めてのことであり、皆について行けるか心配だっ
たが、思い切って参加した。時折小雪ちらつく中気温は低かったが、風
も無くそんなに寒い感じがしなかった。古洞ダムより出発し自然歩道上を歩く。途中リーダーが「この先
がかなりきつい階段や坂道です。
」との話があったが、登りきると大した急坂ではなかったと思う程余裕が
あった。
途中、古洞ダムにいる「かも」の鳴き声、又、ウサギの足跡が見られたり正味２時間程の久しぶりのウ
オークを満喫した。
このようなハイクなら次回の企画にも是非参加致したいと思う。
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自主企画

1,320ｍ
前日に“明日の晴天予報”を知り、急
に計画し、何人かに連絡を取って実施し

【メンバー】

ました。

Ｌ／岩井富雄、他２名

予報どおりの晴天になって、雪におお

【行 程】

われた立山連峰の素晴らしい展望を楽し

立山山麓スキー場ゴンドラ山頂駅着 8：15 出発 8：40
瀬戸蔵山 9：40～10：00
山麓 11：00

山頂駅着 10：40

むことができました。
『山はやっぱり晴れがいい』

薬勝寺Ｐ12：10

大日平と大日岳

勤労者山岳連盟

労山新特別基金 12 のポイント

1. 労山会員のための互助制度
「新特別基金」は寄付金で運営される山岳遭難対策のための互助制度です。労山会員なら誰でも申し込みで
き、寄付金の額は 1,000 円／年から任意で選べます。また、年度途中でも寄付金の増し口が可能です。
※ 増し口の登録期間は、当初の登録期間までですが、残りの月数にかかわらず 1 口 1,000 円の計算です。

2. いつでも登録申込みができ、受理日から交付対象
寄付金登録申込書を運営委員会が受理した日から基金の交付対象になります。登録期間は、申込を受理した
日から、加入団体に指定された期限付きまでです。
（三島野 SC の登録期間は 2 月 1 日～翌年の 1 月 31 日です）
※ 団体に定められた更新月以外の加入では、寄付金 1,000 円につき月 80 円で計算します。

3. ドア・ツゥ・トアで、山行中の事故に交付
「新特別基金」は交通事故および交通機関の事故を除く山行期間中の事故が交付対象です。

4. 継続申込で、救助・捜索の交付率が加算
救助・捜索の交付率は初年度 300 倍ですが、継続申込には 400 倍を限度に年々10 倍ずつ交付率が加算され
ます。
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5. 死亡・行方不明や入院・通院にも交付
「新特別基金」は、救助・捜索だけでなく、死亡・行方不明にも適用されます。入院は事故発生日から 1
年以内の 3 日～210 日が対象です。通院は 3 日～50 日、山行中の疾病（高山病・日射病・凍傷など）にも
適用されます。

6. 5 条件満たせば 3 倍交付の特典
ハイキングなどの軽登山に対して、定められた交付率の 3 倍を交付します。
※ 3 倍の交付率が適用される山行は、①岩場、沢、雪山、海外を除く ②標高 2,000ｍ以下 ③標準コ―スタイム
が 5 時間以内 ④日帰り ⑤既設登山（登山道がある）の 5 条件を要します。なお、死亡・障害の交付は 200
万円が上限です。

7. 人工壁、海外登山・トレッキングの事故にも適用
海外での事故による交付申請には、事前に全国連盟海外委員会に計画書の提出が必要です。人工壁での申請
には計画書は不要ですが、施設管理者の自己確認書が必要です。

8. 仮交付制度で、即座の交付が可能
遭難事故による加入者の死亡や行方不明で多額の費用が必要になった場合、仮交付申請書と計画書（写）の
提出で、本交付で確実な交付額の範囲において、仮交付が受けられます。

9. 遭難救助中の二重遭難には 5 倍を交付
「新特別基金」の加入者が、救助・捜索中に事故に遭った場合は、二重遭難見舞制度が適用され、定められ
た交付率の 5 倍でこうふします。

10. 公開山行で会員外の参加者の事故にも見舞金を支給
「新特別基金」加入者がリーダーになり、労山加入団体が主催する公開山行で、会員外の参加者が事故に遭
遇した場合は見舞金制度が適用されます。交付金額は、死亡・行方不明・重度の後遺症 30 万円、3 日以上
の入院または 20 日以上の通院 10 万円、短期（3～19 日）通院 3 万円です。

11. 安全対策にも運用
「新特別基金」は事故の救済だけでなく、遭難事故の予防を目指す安全対策基金にも運用され、技術教育と
遭難事故対策の活動に活用されます。

12. 加入団体を基礎単位にした運営
加入の登録と寄付金の納付は加入団体が行い、交付金は団体の口座あてに交付されます。労山全国連盟総会
で基金の運営委員を選出や、運営の予算・決算、基金規定の改廃の議決がなされます。

山の遭難・事故やケガ・疾病は冬山登山、ロックク
ライミング、長期間の縦走などハードな登山だけに発
生するものではありません。
＊ 木道で足を滑らせ「骨折」し、ヘリで運ぶ。
＊ 道に迷って SOS。救助隊が出動。etc
万一のために備え、安心登山を！
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カービングスキーを始めました
Ｋ．Ｋ
若いころ（中学時代）
、初めて買ってもらったスキー。兄と一緒に電車に乗っ
て、スキーを担いで雪道をてくてくとひたすら歩いて粟巣野スキー場へ。大き
なゲレンデにリフトで上って滑る。あの時の感動は忘れられない。しかし、そ
れ以来、本格的には習ったこともなく、機会があれば年に１～２回するくらい
滑るだけ。ところが、
「カービングスキー」が出てきたとき、大切にしていたス
キーも使えなくなり、完全にスキーはあきらめて久しい。
２０１１年４月、三島野スポーツクラブに入ってから、山行はもちろんだが、
スキーも計画されていると聞いて心の奥に眠っていたスキーへの思いがふつふ
つと湧いてきた。そんな折、レッドウイングで活躍しておられた方のスキー一
式を譲ってもらえることになり、「うきうき気分」
。
さっそく、２０１１年１２月１７日・１８日に「志賀高原・熊の湯スキー場」
で初滑り。
恥ずかしい話だが、準備をしてリフト乗り場まで行くのに四苦八苦。ロボッ
トになった気分。転ばなくてもいいところで転んで、起きあがるのにもう大変。
あー疲れた。年取ったなー。おまけにしゃがんだだけで肋骨にひびが入る。若いときは夕方まででも滑りた
いと思っていたのに、今は、早く宿へ行きたいと思っている。そんな自分が情けなかった。丁寧に指導して
くださる先生にはもうしわけなかった。
２回目 今年１月１４日 牛岳スキー場へ。教えて頂いたことを思い出しながら滑る。前回よりうまくな
っているよと言って頂き嬉しくなる。マスターしようと練習したが、どうしたことか、とにかく転ぶ。最後
には、右膝の靭帯を痛める。とてもやばい。
「年だから怪我するよ。」と家族から言われていたので、みんな
の前では、たいしたことはなかったように無理して振る舞った。内心、「これでやっていけるのだろうか。
」
と、不安がいっぱい。自信喪失。
３回目 ２月１８日 白馬栂池高原へ。不安を一掃するために、毎日、歩いたり簡単な運動をする。当日
は腰と膝には、サポートを当てた。少し早目に休憩をとったりして無理をしなかったのもあってか今回は怪
我も無しに無事終えることができた。鐘の鳴る丘で鐘もついた。
「やったー。」
「長い気持ちで励ましながら、丁寧に指導してくださる先生のおかげです。本当にありがとう
ございました。
」

地蔵の頭にて

４回目 ２月２０日 白馬五竜へ。朝から、快晴。自称
晴れ男と女の皆さんのおかげもあって、今年１番のいい天
気。途中、雨飾山等、数々の山の話をしてもらいながら行
った。もちろん、白馬五竜岳、大黒岳、鑓が岳、杓子岳、
白馬岳に囲まれてのスキー。途中には地蔵の頭があり、て
くてく歩いてお参りをする。皆さんに見守られながら、時
間はかかったが、たくさんのゲレンデを無事滑ることがで
きた。「満足です。」「まだまだいけるかも。自信につなが
った。
」
これからも、色々な人達の協力を頂ながら、「カービン

グスキー」を楽しみたいと考えている。そのためにも、自分でできる準備もがんばりたいものだ。よろしく
お願いします。
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著者は“労山設立者”のひとり。戦前から

書籍紹介

戦後にかけて山の文学を数多く発表。昭和 49
年「世界の百名山」の 41 峰で絶筆。

深田

著者は長い年月をかけ、北海道から屋久島

久弥 著

新潮文庫
788 円
単行本
3,045 円
（新潮社 刊）

までの山頂を極めつくして綴った。
本著は登山を始める人のバイブル的読み物
として、また多くの山好きに読まれ「百名山

ブーム」現象も生れました。
．．．．．．．．
また一方で、｢百名山完登｣がまるでアルピニストの証みたいにもてはやされ
ている風潮に、山への造詣が深い本多勝一氏（ジャーナリスト）は「単なるブラ
．．．．．
ンド志向」
「サルマネ登山はやめてください」と述べるなど、この「深田百名山」
をなぞるだけの登山に対しての批判もあります。氏は著者とも交友があり「そ
んな登山は深田さん自身望んでいなかった」とものべています。
しかし、日本の名峰を歴史、姿・形、郷土との関わりなど多面的に綴った内
容は『山好き』は一度手に取ってみる価値があるのではないか。

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

3 月の世話人会は 5 日(月)・19 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。

◇ 寄稿された甲かほるさんと同行した白馬五竜スキー場の標
高 1,500ｍ辺りから五龍岳の雪形「武田菱」（右の絵）を間
近に仰ぎ見、感動！真っ白な峰々が真っ青な空を背に聳え連
なる後立山連峰の景色を堪能しました。
◇ ようやく春の気配がしてきました。春山企画・雪を残した山の魅力は知ったらヤミツキになり
ます。まず、訓練し、慣れましょう。三島野ＳＣは安全登山に徹します。
◇ 会報に同封した会員を増やすためのチラシ、そして山行計画書は目に付くところに保管してく
ださい。そして活用してください。
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
三島野スポーツクラブのホームページの IRL
http://sportstoyama.namaste.jp/misimano/misimano.html です
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