
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

会 報 
 

日本勤労者山岳連盟（富山県連盟） 
新日本スポーツ連盟 

 

  
 

№ 140 
2012 年 5 月 1 日 
代表 岩井 富雄 
射水市宝町 1364-35 
TEL・FAX 57-8180 

2012 年クリーンハイク・清掃登山のアピール 

 

4／8 金沢・卯辰山 お花見ハイク 4／22 雪雪雪上上上訓訓訓練練練

尾瀬ヶ原と至仏山  小木 清 画 

 

 

5 月 3 日（木・祝）日帰り立山   5 月 20 日（日）大地山 

6 月 3 日（日）クリーンハイク・中山／６月 10 日（日）雑穀谷訓練 

６月 20 日（水）と 24日(日) 富士写ヶ岳 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

   

 

 

 

【集合・出発】9 時 00 分 小杉駅南口 
【参加申込】5 月 1 日まで FAX 57-8180（岩井） 
【コース】 

小杉駅から竹林まで約 6km ウォーキング 
【費 用】 実費 
【持ってくるもの】 昼食、嗜好品、 

お酒飲む人は車での参加は厳禁 

当初 5/6(日)の予定が 

変更になりました 

 

 
1,167ｍ 朝日町 

地形図 1／25000 
「小川温泉・舟見」 

【集合・出発】5：00 薬勝寺池 P L:荒井英治 
標高差 1000ｍ、登り 3：30・下り 2：30  
歩行時間 6 時間 体力度★★★☆☆技術度★★☆☆☆ 

【参加申込】5 月 13 日まで FAX 57-8180（岩井） 
 

これまで残雪期にのみ登られる山であった。登り始めは杉林の急登が続くが、そこを抜けるとアカマツ

と広葉樹の明るい尾根となるが急登は続く。樹相はブナへと変っていく。鍋倉山（796ｍ）から白馬連峰

が望める。そこからもう一息で大地山山頂に立つ。 

 

 

【集合・出発】4 時 30 分 薬勝寺 P（混雑が予想され、早い出発に変更） 
【コース・歩行時間】 
立山駅ケーブル 6：00（始発）   室堂着 7：30 出発 8：00   一の越

9：30   雄山山頂 11：00～11：30 （往路を下る）室堂 14：00 
歩行時間 5 時間 30 分  標高差 550ｍ   
体力度★★☆☆☆ 技術度★★★☆☆     L：堀井泰則 

【参加申込】4 月 30 日まで FAX 57-8180（岩井） 
【費 用】約 5,000 円 
【装 備】 
アイゼン、ピッケル、防寒対策（手袋・帽子・ゴーグル・フリースなどの重ね着・

ズボンなど）、温かい飲み物（テルモス）、通常の装備。共同装備としてツェルト。 

 
上 雪の大谷  
下 GW の室堂 
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剱岳や穂高連峰をはじめ日本アルプスのピ

ークに立つ為には、岩稜を避けることはできま

せん。 
今夏の企画「北岳」「黒部源流の山」「戸隠山」

に登るためにぜひ参加してください。 
 

   

  
 

 

    

上市町 
1,255ｍ 

労山の恒例行事「クリーンハイク」。その意義と成果を

次ページに載せました。 
山歩きを楽しみながら、登山道脇に目を配ってあったら

拾いましょう。ポイ捨てゴミがあったら。 
今年は剱岳・早月尾根が望むことができる人気の山、

中山に登ります。 

標高差 550ｍ  歩行時間 4 時間 30 分 
体力度★★☆☆☆ 技術度★☆☆☆☆ 
参加締切：5 月 27 日 FAX 57-8180（岩井へ） 
（ゴミ袋を用意してください）  

 

 

昨年の訓練風景 

＆ 
石川県加賀市（旧山中町） 
941.9ｍ 

標高差 800ｍ  歩行時間 5 時間 00 分 
体力度★★☆☆☆ 技術度★☆☆☆☆ 
（詳細は会報次号№141 に記載します） 

山中温泉のこおろぎ橋からさらに奥へ。我谷登山口

から吊橋を渡って登山道へ、下山は枯淵コース。 

山頂から残雪の白山・その右に大長山、赤兎山と遠

くに福井市街も望める 360 度の展望。登山道脇にカ

タクリ・ミツバツツジ・イワウチワ・名残のシャクナ

ゲが楽しめます。 

 

 

我
谷
登
山
口 

ミツバツツジ 

シャクナゲ 

平日と休日に計画しました 
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山からゴミをなくし、 

素晴らしい自然を守りましょう 

～2012年清掃登山・クリーンハイクアピール～ 

 
山を歩くとき、木々の芽吹きとさまざまな花、すばらしい景色を楽しみ、私たちは、山の自然から多くの

恵みを受け取っています。そして、日常生活のストレスを解消するとともに、生きる喜びとエネルギーをも

生み出してくれているのではないでしょうか。 
山歩きの途中にゴミが捨てられ、汚されているのを目の当たりにすると、山歩きの楽しみが奪われるので

はないでしょうか。 
日本勤労者山岳連盟は、山歩き、登山を楽しむだけでなく、素晴らしい山岳風景を次世代に引き継いでい

くために、山からゴミをなくすことは、私たち登山者が果さなければならない大切な役割であると考えてい

ます。そのために独自に「労山自然保護憲章」を制定し、山を汚さず、山に負担をかけない登り方を心がけ、

壊れた登山道を整備するとともに、山や自然の変化を定期的に調査するなど山岳環境を守るための活動を行

っています。 
全国的な活動としては、6 月の第一日曜日（東北・北海道は 7 月）を全国いっせい清掃登山・クリーンハ

イクの日として、山からゴミを一掃する取り組みを行っています。 
昨年は、35 都道府県の地方組織で 551 の山岳会・山の会・クラブが 468 のコースで清掃登山・クリーン

ハイクに取り組みました。この行動には、一般参加の方々も含め 10,351 名が参加しました。そして回収さ

れたゴミは 7,989 トン以上にも及んでいます。 
今年も山の自然を愛し、登山を楽しむ登山者・ハイカーにも参加していただき、全国いっせいに清掃登山・

クリーンハイクの行動を行います。 
いつまでも楽しい山歩きができるように、登山者・ハイカーの皆さんにも下記のようなご協力を呼びかけ

ます。 
 

記 
1. 山からゴミを一掃するためには、まずゴミを持ち帰ることです。捨てられているゴミを見つけたら

拾って持ち帰ってください。お互いに「ゴミを捨てない、持ち帰る」ことを合言葉にして山歩きを

楽しみましょう。 
2. ゴミがなく、きれいになった山域でも油断は禁物です。清掃登山を日常的に心がけ、登山者・ハイ

カー、行楽客にゴミの持ち帰りをアピールしましょう。 
3. すべての登山者・ハイカーが山と緑の番人・山岳自然をまもる番人としての自覚を持って山歩きを

楽しみましょう。 
 

2012  

やっていますか？ 

 

継続は力なり！ 
三日坊主でやってみました。けっこう足の筋肉が疲

れます。腕立て伏せをして、翌日に筋肉痛が…。 
皆さんの経験と成果を聞かせて下さい。 
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Ｍ Ｗ：近く遠い隣の金沢。初めてのところばかり 

で嬉しい事・嬉しい事。久しぶりに大声で

話し、リラックスしました。 

Ｈ Ｋ：初めてのウォーキング。金沢は時代の新旧 

を感じさせる街で、なかなかよかった。 

Ｎ Ｏ：背渡さんにガイド料を払わなくてはならな 

いくらいに細い道や由来を案内してもらっ

て、ありがとうございました。 

Ｋ Ｈ：歩きました・歩きました！金沢の町を歩いた

のは初めて。よかったぁー。 

Ｃ Ｕ：金沢のよさを再認識しました。桜はまだ早か

ったけどお天気が良くてなによりでした。 

Ｋ Ｏ：やっと歩けた。お天気も好くて、「モンベル」

で買い物をしてコンパスの使い方がわかりラ

ッキー！ 

Ｓ Ｔ：久しぶりのウォーキングでお天気もよく、気

持ちよかった。金沢の街歩きも楽しかった。 

Ｒ Ｎ：“予想通り”の天候に恵まれ未知の街「金沢」

が、リーダーの説明で知ることができ良かっ

た。 

Ｍ Ｋ：隣の金沢にこんな素敵なところがあるとは

今まで知らなかった。こんどは「妻と一緒に

歩きたい…」。 

Ｔ Ｋ：金沢の街をゆっくり歩いて古い町も見学し、

楽しい街歩きでした。 

【行動記録】 
小杉駅 8：18  高岡駅 8：34  金沢駅着 9：14 
金沢駅東口 9：25  近江町市場 9：40  大手

堀方面・高峰家 9：50  白鳥路 10：10  兼六

園下 10：20  大樋美術館 10：30  浅野川大

橋・梅の橋・天神橋 10：50  卯辰山・141.2ｍ
三角点（昼食・散策）11：30～13：10  東茶屋・

志摩（国の重文）14：00～15  浅野川大橋 14：
25  登山用品 mont・bell 見学 14：55～15：15 
金沢駅東口 15：25 
金沢駅発 15：59  高岡駅着 16：37  小杉駅

着 16：53 

 

メンバー：（L）背渡健治、以下１７名 

 

Ｋ Ｍ：天気に恵まれてよい汗をかきました。金沢の

隠れた名所を見つけることができました。あ

りがとう！ 

Ｎ Ｈ：金沢は何度来ても見ごたえのある街です。今

日は特に、いつもと違ったコースを案内して

もらい、改めて金沢のよさを再発見しまし

た。 

Ｉ Ｔ：金沢の街をはじめて案内してもらい楽しかっ

た。 

Ｅ Ａ：天気がよくて気持ち好かった。頂きものの酒

と肴で花見ならぬ“つぼ見”を楽しみました。

手ごろなコースでよかった。 

Ｔ Ｋ：春うららの日和で楽しい一日を過させて頂き

ました。リーダー サンキュー！ 

Ｔ Ｉ：古い街並みは、高岡の金屋とは一味違う風景で

した。背渡さんの詳しいガイドに驚嘆！ 

Ｋ Ｓ：多くの会員の参加してくれてよかった。花見

には早かったが“良しとしよう”。 
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金沢・卯辰山お花見ハイキング 

 金沢裏道散策を満喫 
Ｎ Ｏ 

今回のお花見ハイクで尋ねたところはほとんどが初めてのところでした。 
背渡リーダーの若き日の遊びの経験に培われた金沢裏道

青春散策コースは、お花見には少し早いことが幸いして、

ゆっくりと楽しむことができました。 
 
金大跡地の金沢城公園は、すっかり芝生の広場に変っ

ているが、桜の古木が土地の歴史を語っていた。この公

園の東側に沿って南北に延びる白鳥路は、室生犀星や泉

鏡花の思索の道であり四高学生の哲学の道だったのだろ

うか。お花見時分には混み合うというのも納得できる。

ほんのちょっと入っただけなのに、大手門口に出たとき

に、車の騒音にビックリした。 
卯辰山では、久々に地図とコンパスを使って目標に向かって歩く勉強をし

た。長い間使用しなかったコンパスは、少し狂っていたようで、正しく方向

を示さなかった。平地だから良いがこれが山だったら大変なことになる。買

い替えなくてはならない。 
帰りに寄った東茶屋街は、たくさんのお茶屋が残っていて町並みを見てい

るだけでも時代劇の中に入ったようでおもしろい。町方の娯楽と社交の場で

あるが、客も芸妓も幅ひろく高い教養と技能が要求された

とのこと。野暮な人は立ち入ることができないから、競っ

て芸を磨き、教養を身につけたのだろう。 
今はショップやおしゃれなカフェがあちこちにあり、観光

客が十分に楽しめる。お茶屋遊びの体験ツアーなんていう

ものもあったら参加する人も多いだろうなぁ。 
 
背渡さんの名ガイドのおかげで、ちょっと通らない道や

ちょっと行けない街並みを見せてもらい楽しいハイキン

グでした。金沢は遊ぶところ見るところが本当にたくさんある街でした。地図のコピーやコースの下見

など周到に準備もしていただきありがとうございました。 
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登山・ウォーキング・サイクリング・それと無関係もよし etc 

楽しい話・苦い経験などのおたよりをお待ちしていま～す！ 

歳を重ねて、いよいよエネルギッシュに。ちょっとエネルギッシュに。日々

を豊かにする情報を交換しましょう。―会報編集に月に一度悩むものからの訴え― 



 

 

雪上訓練についての雑感   黒川 衛 

ザイルで確保し合い互いに結び合うというのは、相手に自分の命を預けるということです。しっか

りとした信頼関係がないと「確保」することはできません。 
ぜひ学習（資料はあります）し、繰り返し練習して仲間の安全を確保したいものです。 
また、自分自身を確保する「セルフビレイ」（自己確保）を自分を含むパーティ全員で確認しあうこ

とが大切です。雪上の急斜面や稜線で休む時、出発する時にリーダーは「セルフビレイ」を必ず指示

することも大切なことです。 

 

   

【メンバー】L:黒川 衛、他７名 
 

計画していた「人津谷」へは落石対策工

事のために入ることはできず、急遽、雷鳥

バレースキー場に変更して実施しました。 
今にも雨が降り出しそうな空模様でし

たが、およそ 2 時間、訓練を実施しました。 
 
☆ ザイルで確保し、急斜面の雪渓をト

ラバース 

☆ 雪渓急斜面や稜線の強風で自身を

確保する「セルフビレイ」の仕方 

☆ 雪渓上で滑落の制動の仕方 

☆ 安全で有効なピッケル操作 ほか 

 

 

 

参加者の感想 

○  聞いたこと、習ったことをすぐに忘れる今日この頃ですが、リーダーの教えどおりに、焼酎の

お湯割を飲みながら「インクノット」「ヘソクッジリ」がスラスラこなせるよう学習します。 
昨年の雪上訓練（5/1～2 の立山は－12℃でした）とは大違いの暖かな日和でしたが、機会あ

るごとに参加し、体験し、会得していきたいものです。 （Ｋ） 
○ 久しぶりの雪上訓練は、基礎的な練習の繰り返しが大切だと感じました。初心に帰り、自分で

訓練していきたい （Ｎ） 
○ 人津谷で実施できず残念でしたが、参加してあらためてピッケルの使用方法（雪上の斜面の登

下降、トラバース、グリセード等）を習い大変参考になりました。 (Ｆ) 
○ 心配された雨の影響がなく訓練ができてよかった。世話人会で行った練習が、現地での練習に

役立った。今後とも継続して講習会を行い、多くの会員の参加を呼びかけたい。 （Ｉ） 
○ 体得するために繰り返し練習しなければならないと思いました。もし体得できたら、山行のバ

リエーションも広がり、新しい感動も得られるだろう。 (Ｈ) 
○ 人津谷への道路が工事のため通行不可だったのが残念。代わって雷鳥バレースキー場のそばの

斜面で行ったが、傾斜がゆるくて、いまいち緊張感が欠けた。しかし、イメージがつかめたの

でよかった。 （Ａ） 
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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 

5 月の世話人会は 7 日(月)・21 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 
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 

◇ 今年の春は遅い！この日ならと設定した「お花見ハイク」は「つぼ見ハイク」。でも、天気に恵ま

れて、ガイドに恵まれて参加者の楽しさがあふれる報告です。 
◇ この遅い春が「筍掘り」にも影響がくるのでは…と心配したが、竹林を開放してくださる N さん

は予定どうり実施してくださるとのこと。多くの会員がお気軽に参加を！ 
◇ 雪山は危険が“より多い”が魅力も“より多い”。しかし、危険を回避する術を得たならその魅力

を我がものにできる。1 人でも多くの会員がその魅力にふれてほしいものです。そのために訓練。 
◇ 新緑の美しい季節到来。大地山、中山、富士写ヶ岳はそれを満喫する山行です。中山は「ゴミひ

とつない山」にしてみましょう。 

書籍紹介 

 
初登攀で勇名を馳せたクライマー、

山岳写真家、出版社社長、山小屋主

人、山岳救助隊隊員、山岳ガイド、

山道具メーカー社長など、日本の登

山界のキーパーソンが語ったそれぞ

れの「山」の世界。  

東京新聞出版部 発行 
山本 修二 編著  1,700 円 

 

登山界 47 人の「山」 

岳 人 備 忘 録 
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